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学校教育における法教育

法教育とは

　法教育の普及・推進に関する委員会では、
学校に赴いて法教育授業を行い、あるいは、
弁護士会館に子どもたちを招いてジュニアロ
ースクールを開催するなどの法教育活動を行
っている。学校からの要請も年々増え、授業
の幅も広がっている。
　法教育とは、「法律専門家ではない一般の
人々が、法や司法制度、これらの基礎になっ
ている価値を理解し、法的なものの考え方を
身につけるための教育」と定義されている。

この定義は難解そうな印象を与えるが、そも
そも、法とは、異なる意見や考え方を持った
多様な人々の利害を調整するルールであるか
ら、お互いを尊重しながら共生する社会をつ
くるためには、どのようなルール＝法や制度
が望ましいのかを考え判断する力や、トラブ
ルが発生した場合に冷静に紛争を解決する力
が必要である。そして、立憲民主主義を採用
している日本国憲法においては、立憲主義、
個人の尊重、自由、公正、責任などが法の基
礎にある価値や原則にあたるから、このよう
な価値や原則を学び、その知識を活用して、
法形成に関与し、あるいは、紛争を自律的に
解決する力を身につけることが求められる。
法教育が育もうとする力や資質はこのような
ものであり、その目的は、個人が尊重される
自由で公正な民主主義社会の担い手を育てる
ことにある。
　そのため、法教育の授業は講義形式ではな
く、身近な問題の解決方法について具体的に
考える双方向授業を行っている。また、答え
が1つではない問題を扱うことから、異なる考
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えを持った人の意見を聞いて多角的に考え、
判断する授業として、グループ討論を多く取
り入れている。

具体的授業の紹介

模擬調停1

　法教育委員会では、様々な教材を作成して
授業を行っているが、授業の一例として模擬
調停の授業を紹介したい。
　授業内容は、学校に持っていった持ち物を
壊された生徒が損害賠償の請求を考えている
という事件について、調停委員を交えた話し
合いによって自律的な紛争解決を目指すとい
うものである。事案は、生徒Aのバイオリン
を、生徒Bが持って教室の外に出たところ、廊
下を走ってきた生徒CがBにぶつかり、Aのバ
イオリンが壊れてしまったという事件である。
授業の進行は、クラス内で、当事者役A、B、
Cの生徒と調停委員役になる生徒に分かれて調
停体を複数作り、それぞれの班で調停を進め
る方法を取る。当事者役になった生徒たちに
は、それぞれの立場や状況設定の情報が与え
られる。この事案では、Aには、教師の許可を
得ずに120万円という高価なバイオリンを持っ
てきていたという事情があり、Bはそれを知ら
ずに自らAのバイオリンを運ぶことを提案し
て運んだのであるが、その際、バイオリンを
ケースに入れず、かつ後ろを向きながら廊下
に出たという事情があり、Cには、バレー部の
練習中に部員の一人が大けがをしたので、保
健室に先生を呼びに行くために大急ぎで廊下
を走っていたという事情がある。さらに、バ
イオリンは60万円で修理はできるが、修理し
ても元通りの音は出ないという設定もなされ
ている。したがって、法的には、BとCの過失
割合、Aの高価品不告知による過失相殺、賠
償の範囲などが問題になる事例である。
　調停委員役の生徒は、中立公正な第三者と
して、各当事者から事情や言い分を聞き取り、
その内容を他の当事者に適切に伝え、それぞ

れの不注意の程度を判断して損害の公平な分
担という観点から解決策を提案する。他方、
当事者役の生徒は、与えられた事情に基づき
自分の言い分を主張するのであるが、調停委
員から他の当事者の主張や言い分を知らされ
て、相手の落ち度と自分の落ち度を比べ、譲
歩できるかどうかを判断することになる。
　この授業は、中学校や高校で実施している。
結果としては、調停が成立する班もあれば、
成立しない班もあるが、生徒たちは、自分の
主張を根拠を示して相手に伝えるとともに、
相手の言い分にも冷静に耳を傾け、お互いに
不注意がある場合に、譲歩して合意ができる
かどうかを真剣に考えている。そして、合意
により紛争を解決することができた場合には、
相互に納得をした解決となることから、いわ
ゆるWin-Winの解決となることや、その結果、
人間関係も良好に保たれるであろうことなど
を体験している。

いじめ予防授業2

　当委員会では、子どもの権利に関する委員
会と協同して、いじめ予防授業に取り組んで
いる。2013年6月に、「いじめ防止対策推進法」
が公布され、学校には、児童、保護者および
教職員に対し、いじめ防止に関する理解を深
めるための啓発等を行う責務があることが定
められた（同法15条）。それを受けて、東京都
教育委員会は、「いじめ総合対策」の一環とし
て、子どもがいじめについて深く考えられる
よう、年間最低3回はいじめに関する授業を実
施することを定め、それを支援するために、弁
護士会の実施している法教育プログラムを周
知することを定めた。その影響もあり、近時、
いじめ予防授業の申込みが非常に増えている。
　ところで、いじめは、いじめた子（加害者）
と、いじめられた子（被害者）の二者関係だ
けでなく、はやし立てたり面白がったりする

「観衆」や、見て見ぬ振りをする「傍観者」の
存在が、いじめを支えていると言われている。
これが、いじめの四層構造と呼ばれるもので
ある。いじめをはやし立てる「観衆」はいじ
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めを是認する存在であり、見て見ぬ振りをす
る「傍観者」は消極的にではあれ、いじめを
支持する存在ということができる。また、「傍
観者」の存在は、仲裁に入ろうとする子ども
に対しても消極的態度を取らせる圧力となる
ことがある。したがって、「観衆」はもちろ
ん、「傍観者」であっても、いじめに対し中立
的存在ではなく、いじめに荷担しているのと
同等であるとの非難を向け、そのような行動
をとってはならないとのメッセージを伝える
授業も成り立ち得る。
　しかし、「傍観者」が見て見ぬ振りをする理
由は、他者への関心が薄い場合もあるであろ
うが、いじめに対し否定的な態度を取ると、
今度は自分が被害者になってしまうとの恐怖
心からであることも多い。このような「傍観
者」は、いわば被害者側の立場にいるという
こともできる。したがって、当会では、「観
衆」や「傍観者」を個人として責めるのでは
なく、おそらくクラス内で多数を占めるであ
ろう「傍観者」が少しずつでも態度を変える
と、いじめられた子の被害は少なくなり、い
じめの抑止にもなるとのメッセージを伝える
授業がメインとなっている。
　さらに、発達段階も考慮して、小学校高学
年以降では、いじめがクラス等の所属集団の
問題であることに焦点を当て、いじめのない
クラスを作るためにはどうしたらよいか、す
なわち、クラスという自分たちの社会の問題
をどのように解決するかという観点から、子
どもたちにいじめを考えてもらう授業も行っ
ている。
　いじめ問題に取り組んでいる社会学者森田洋
司氏も、「いじめを『個人化』させず、学校社
会にとっての問題として『公共化』させる力を
子どもたちにつけ、自分たちの手で課題を解決
するよう、主体的に参画させていくことが必要
である。欧米では、こうした指導が『シティズ
ンシップ』教育の中で行われている。」と述べ
ているところであり（中公新書「いじめとは何
か」141頁）、クラス内の問題はクラスのみんな
で解決するという法教育の視点による授業を実
施することにより、いじめを抑止する力をつけ

ることになると考えている。

学校教育の目的、目標

学校教育法の改正1

　経済協力開発機構（OECD）はPISA（Programme 
for International Student Assessment）と呼ばれ
る国際的な学習到達度調査を行っている。こ
の調査は、義務教育終了時の15歳児が持って
いる知識や技能を、日常生活の様々な場面で
直面する課題にどの程度活用できるかどうか
を評価するもので、読解力、数学的リテラシー、
科学的リテラシーの三分野に分かれている。
我が国も調査に参加しているところ、2003年、
2006年時の調査において、数学的リテラシー
と科学的リテラシーについては世界の中で上
位に位置づけられたが、読解力の分野はそれ
らに比して課題が残るとされた。PISA調査の
読解力とは、「自らの課題を達成し、自らの知
識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加
するために、書かれたテキストを理解し、利
用し、熟考する能力」とされている。
　文科省は、従前より、教育の目的として「生
きる力」を取り上げ、子どもたちには、「自分
で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的
に判断し、行動し、よりよく問題を解決する
資質や能力」が必要であるとしていた（1996
年・「21世紀を展望した我が国の教育の在り方
について」に対する中教審の第1次答申）が、
PISA調査の読解力分野の結果を受けて、さら
に、思考力、判断力、表現力を育成するため
の教育課程の見直しに取り組むこととなった。
　2007年には、学校教育法が改正され、学校
教育の教育目標を定める30条に、「基礎的な知
識及び技能を習得させるとともに、これらを
活用して課題を解決するために必要な思考力、
判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主
体的に学習に取り組む態度を養うことに、特
に意を用いなければならない」という2項が加
わった（なお、同法30条2項は小学校に関する
条文であるが、同項は、中学校、高校等にも
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準用されている。）。これは、まさに、法教育
と共通する内容ということができる。

学習指導要領2

　2008年には、小・中学校の、2009年には、高
校の学習指導要領が改訂され、小学校から高
校までの現行学習指導要領には、法教育の視
点が盛り込まれた。中でも、中学校・社会科
の公民的分野では、現代社会を捉える見方や
考え方の1つとして、「対立と合意」、「効率と
公正」という枠組みが示された。また、高校
の社会科については、「社会的事象」に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断
する能力と態度を養い、社会的な見方や考え
方を成長させることを一層重視する方向で改
訂され（2008年中教審答申）、「現代社会」に
おいては、現代の社会の在り方を考察する基
本的な枠組みとして「幸福、正義、公正」が
示された。
　このような学校教育法の改正や、学習指導
要領の改正により、法教育が学校教育の中で
広く扱われる基板ができたと言える。
　前述した模擬調停は、紛争当事者が対立す
る事例について、調停委員役を交えた話し合
いにより合意を目指す授業であるから、「対立
と合意」に関する授業に該当する。
　また、法教育は、司法改革と並行して取り
上げられてきたこともあり、小学校から高校
までの現行学習指導要領には、いずれも、司
法への国民参加である裁判員裁判が取り上げ
られている。
　これに関する授業としては、模擬裁判ある
いは模擬評議がある。これらの授業では、立
証責任は検察官にあることや推定無罪等、刑
事裁判の基本原則を学び、あるべき司法制度
を考えることが授業の1つの目的と言える。他
方、刑事裁判（特に否認事件）では、事実が
先鋭的に争われ、証拠によって事実が認定さ
れることから、事実を多面的な視点で考察す
ること、証拠や論拠に基づいて論理的に意見
を構成すること、そしてそれを分かりやすく
伝える能力も必要である。法教育は、技能を

磨くことも重要な要素であるから、模擬裁判
は、思考力、判断力、表現力を身につけると
いう面でも有用な授業である。
　現在、2020年度から始まる予定の学習指導
要領の改訂作業が行われており、2016年12月
に、中教審の答申が出された。その中で、ど
のように学ぶかという点に関し、主体的・対
話的で深い学びの方法としてアクティブ・ラ
ーニングが取り上げられている。
　法教育は、模擬裁判だけでなく他の授業に
おいても、主体的で対話的な手法をとってい
る。このような観点からも、学校教育におけ
る法教育は、その重要性が高まるものと考え
ている。

主権者教育

　日本国憲法の改正手続に関する法律、いわ
ゆる国民投票法の制定を契機に公職選挙法が
改正され、2016年7月に実施された参議院選挙
で18歳選挙権が実現したことから、にわかに

「主権者教育」がクローズアップされている。
その端緒は、総務省の「常時啓発事業のあり
方等研究会」が「最終報告書」（2011年12月）
において、新しい主権者像を提唱したことに
ある。
　従来、総務省の啓発事業は、主に、選挙の
公正確保や投票率の向上に向けられていたが、
上記報告書は、「政治を決めるのは最終的には
有権者の資質である。数多くの課題に対処し、
適切な選択を行うためには、高い資質を持っ
た主権者、すなわち、国や社会の問題を自分
の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、
行動していく新しい主権者像が求められてい
る。」とした。
　そして、キーワードとして、「社会参加」と

「政治的リテラシー」を挙げているが、「政治
的に対立している問題について判断をし、意
思決定をしていく資質は社会参加だけでは十
分に育たない。情報を収集し、的確に読み解
き、考察し、判断する訓練が必要である。」と
いう指摘は正鵠を得たものである。
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　ただ、主権者は有権者とイコールではなく、
権力を正当化する権威の源泉である。また、
主権を発動させるプロセスとしても、有権者
による選挙だけではなく、世論形成、集会へ
の参加、請願等が考えられる。さらには、主
権の行使といえども、憲法の定めるルールに
従う必要がある（法の支配）。このように考え
ると、質の高い主権者を育てることを目的と
する主権者教育と法教育とは重なるものと言
うことができる。
　18歳選挙権の実現により、高校生の有権者
が登場し、高校等で、模擬投票等の主権者教
育が実施されているが、主権者の資質を高め
るためには、義務教育段階から、子どもの発
達段階に応じて、身近な問題について判断し、
解決する力を身につける法教育授業を行うこ
とが有用である。
　ところで、上記報告書では、若い有権者の
投票率がほかの世代に比べて低いことが指摘
されており、その一因として、有権者になる
前の学校教育において、政治や選挙の仕組み
は教えても、政治的・社会的に対立する問題
を取り上げ、関心を持たせたり、判断力を養
成するような教育がほとんど行われていない
ことを上げている。さらに、そのような教育
に陥っている原因として、教育基本法14条1項
が「良識ある公民として必要な政治教養は、
教育上尊重されなければならない」とその重
要性を謳っているにもかかわらず、同条2項が

「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、
又はこれに反対するための政治教育その他政
治活動をしてはならない」と政治的中立を要
請していること等から、学校の政治教育に過
度の抑制が働き、政治的・社会的に対立して
いる問題について議論することを避ける教育
がなされてきたと明確に整理した。
　その上で、我が国においては、政治的中立
性の要求が非政治性の要求と誤解されてきた
きらいがあるが、ドイツ等諸外国における考
え方を参考にして、政治的中立性の原則をし
っかり議論し明確にすることが必要であるこ
とを示した。
　ちなみに、ドイツにおける政治的教育の中立

性原則はボイステルバッハ・コンセンサスと
呼ばれており、その内容は以下の3つである。
① 生徒を圧倒することの禁止、教師は自分の
考えを生徒に押しつけてはならない。
② 学問的、政治的に論争がある事例は、論争
があるものとして伝えなければならない。
③ 政治教育は生徒一人ひとりが自分の関心や
利害に基づいて政治に影響を与えることが
できるような能力を身につけさせる。

　教育的観点から定められた内容であり、教
師が自分の意見を言うことは禁止されていな
い。
　ところが、文科省は、平成27年10月29日付
の「高等学校等における政治的教養の教育と
高等学校等の生徒による政治的活動等につい
て（通知）」により、「指導に当たっては、教
員は個人的な主義主張を述べることは避け、
公正かつ中立な立場で生徒を指導すること」

（第2の1）を要請した。その根拠として、教育
基本法14条2項を上げている。しかし、同法14
条は、政治的教養の尊重を規定した規定であ
る（1項）から、2項は、政治的教養を身につ
けることを阻害するような教員の態度、活動
を禁止したものと解釈すべきである。すなわ
ち、意見の対立する問題を多面的に考え、判
断し、選択する力あるいは問題を解決する力
を身につけることを目的とする授業において、
教員の意見を押しつけたのでは、子どもたち
の能力は育たない。2項は、このような教育
上の観点からの制限と言うことができる。同
項の文言も、「特定の政党を支持し、又はこれ
に反対するための政治教育その他政治活動を
してはならない」と定めているのであるから、
直接に特定の政党を支持し、あるいは反対す
るためのもの以外は禁止されておらず、教員
の教育的裁量に任されているというべきであ
る。教員が自己の見解を率直に述べることも、
同様と考えられる。
　教員が意見を述べることについて一律禁止
を養成している文科省の上記通知は、意見が
対立する問題を扱うことについて教員を萎縮
させることになる。また、教員が意見を表明
できないことは、生徒たちにも意見表明に躊
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～米国における法教育～

もしれませんが、法教育は非常にアメリカら
しいところがあって、アメリカに何となく興
味をもっている人にも十分面白い点があるの
ではないかと思います。
　法教育が日本で取り上げられるようになっ
たのは、司法制度改革が1つの契機になってお
り、海外の実践研究がなされた2000年代初め、
中心となっていたのがアメリカ研究です。ア
メリカの法教育をさかのぼると、1932年ころ
から教育現場での法の学習が模索されていた
と分析するものがあります＊1。そして、1978
年には法教育法という連邦法が制定されまし
た＊2。1970年代は、アメリカ最大の政治スキ
ャンダル、ウォーターゲート事件があったり
して、国民の政治不信が推進力になったと言
われています。その後、法教育は、青少年の
非行防止という役割を期待され、様々な思惑
が絡み合いながら、広がっていきました。法

なぜアメリカに？

　私が留学したのは、表現の自由が尊ばれる
アメリカのエンタメローがどんな感じなのか
という業務上の好奇心のほかに、法教育先進
国であるアメリカを見てみたいという気持ち
があったからでした。弁護士の中でも浸透し
たとは言い難い法教育を理由の1つに挙げるな
んて信じられないと思う方もいらっしゃるか

躇を覚えさせることにも繋がるのであり、上
記「最終報告書」が指摘した政治的中立性の要
求が非政治性の要求にすり替わることになる。
　2016年10月の日本弁護士連合会第59回人権
擁護大会では、主権者教育のシンポジウムが行
われ、当会でも、同年9月に、「憲法と主権者
教育」と題してプレシンポを行った。同プレ
シンポのパネリストである東京大学大学院教
授・宍戸常寿氏や元高校教諭で現在明治大学
特任教授の藤井剛氏からは、政治的中立性は
法解釈も絡む問題であるから、弁護士ないし
弁護士会の発信を期待したいとの声が上がっ
た。我々は法律家として、この問題について、
議論、提言をしていかなければならないと考
える。

まとめ

　価値観がますます多様化した現代社会にお
いて、一人ひとりが尊重され共存する社会を
実現するためには、民主主義と並び、多数派
の意見でも排除できない憲法価値があること、
すなわち立憲主義を理解する必要がある。
　弁護士は、法的価値や原則を扱う仕事であ
り、業務として利害が対立する他者と論拠を
もって理性的な議論を行っている。法の支配
をあまねく広めるためにも、我々弁護士は、
これからも法教育ないし主権者教育に携わっ
て行く必要がある。 

塩川 泰子 （62期）
●Yasuko Shiokawa
当会会員、
法教育の普及・推進に関する委員会 委員

〈略歴〉
2009年9月 弁護士登録
2010年5月 第二東京弁護士会 法教育委員
  日本弁護士連合会 法教育委員

（2012年3月まで）
2012年4月  第二東京弁護士会 法教育委員

会 副委員長（2015年3月まで）
2015年7月  南カルフォルニア大学に留学

（2016年9月帰国）

＊1　 磯山恭子「諸外国における法教育の現状―アメリカの法教育カリキュラムの分析を通じて―」http://www.moj.go.jp/content/000004163.pdf
＊2　 Law-Related Education Act of 1978　法曹ではない者に向けた法教育の定義が定められた。
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教育法を具体化した州法のうち、私の留学中
に成立したイリノイ州法では、Controversial 
issueが指導すべき内容に列挙されている＊3

等、意見対立がある問題も教育現場で積極的
に取り上げようという姿勢は広がっています。
　私自身は、まさに司法制度改革の真っ只中、
2007年にロースクール生として法教育に出会
い、2009年弁護士登録以降も、法教育にかか
わってきました。学生の時に法教育に出会っ
たので、「伝えなければ」という弁護士目線よ
り、「伝えてほしかった」という非法曹として
の気持ちが原点です。司法制度改革が法教育
に向かったのは、もちろん裁判員裁判が意識
されてのことですが、事後規制社会への転換
を図った司法制度改革の本旨にのっとれば、
国民のリーガルリテラシーを向上するように
サポートしていかなければいけないのは自明
の理です。国際化、複雑多様化していく社会
で、議論を通じた合意形成の重要性は、増し
ていくばかり。「法教育って必要だと思うの
に、何でもっと普及しないんだろう？」とい
う素朴な疑問から、法教育に携わってきまし
た。そうこうするうちに、法教育先進国であ
るアメリカの法教育や、法教育にかかわる法
曹の育ち方に興味が湧いてきたというわけで
す。

アメリカ社会で見た法教育的なもの

　ロースクールやNPOの法教育活動はひとま
ず置いておいて、アメリカ社会自体から感じ
た法教育的要素を紹介したいと思います。

双方向型の授業1

　法教育は、広く、「法や司法制度、これらの
基礎になっている価値や、法的なものの考え
方」を対象としており、典型的には、対話を
通じて、立場・利害関係・主義の相違から生
じる不一致を乗り越える合意形成の練習をし
ます。そもそもアメリカでは、学校教育で対

話型が多く取り入れられているので、法教育
の素地があると言えます。ロースクールでさ
え、講義中に学生がカットインで質問し議論
が始まることは珍しくありませんでした。
　また、授業やワークショップの最後に質問
を募る時、”Any questions?”とだけ聞くので
はなく、”Any thoughts, or comments?”と付
け足す人が多かったことも印象的でした。質
問の有無だけを問われると、解が存在する質
問が想定されますが、考えたことや言いたい
ことを募ることによって、解は存在しないか
もしれないけれども、生徒・学生側から視点
を提供することが可能になります。私は、帰
国後も「最後に質問は？」と聞く時は、「意見
でも、思ったことでも、何かあれば」と付け
足すようになりました。
　このスタイルの長所は、結論として採用さ
れない考え方でも、いったん共有され、「受け
止められた感」が生じる点ではないでしょう
か。どのような事項でも、賛否両論、相応の
根拠があることが多いわけで、異論の存在を
共有するというのは、実社会に即していると
思います。短所としては、進行が予定どおり
にならないということが懸念されますが、ロ
ースクールの授業を体験し、高校の授業を何
度か見学した感覚としては、慣れによって、
あまり混乱は生じていないように思いました。

ダイバーシティ2

　法教育の特徴として「対話を通じて」とい
う点を挙げましたが、アメリカのようなダイ
バーシティ国家では、対話の必要性を意識せ
ざるを得ないという特徴も挙げられると思い
ます。日本は、単一民族国家だと多くの人が
信じていますが、アメリカは世界一の移民大
国です。人種も、宗教も、思想も多様です。
その上、峻烈な人種差別の歴史や格差がある
ため、アファーマティブアクションとその揺
り戻しが、あらゆるところで問題となります。
トランプ大統領の登場によって、「アメリカの
民主主義も大したことないな」という感想を

＊3　 Public Act 099-0434 Section 5 (e) (5) http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=099-0434
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聞くこともありますが、私の考えでは、それ
ほどまでに先鋭化した対立構造が社会に存在
するからであって、対話力が他国に比べて低
いからではないように思います。
　私の通っていた南カルフォルニア大学（以
下、USC）は全米の中でもダイバーシティを
重んじる大学でした。様々なダイバーシティ
に関するプログラムがあり、いろんなマイノ
リティの文化や置かれた状況を紹介するワー
クショップが開催されていましたし、ロース
クールの授業としてもDiversityという名の授
業がありました。
　それらの場所では、それぞれのマイノリテ
ィコミュニティーでよくある悩みが語られ、
それが共有されていました。一方で、違う属
性をもった人の参加が少ないことから、悩み
を共有しているうちに、ほかの属性をもった
人たちに対する不満が募る場面に遭遇したこ
ともあります。授業では、Diversityを迫害に
対する補償と考えるか、多様なニーズを覚知
できる経済合理性のある行為だと考えるか、
多様な意見を交換するために意味のある行為
だと考えるか等、Diversity推進のためのいろ
んな試みについて検討しましたが、どれにも
反論や副作用が指摘されていました。心に残
っているのは、「同じ学校にいろんな人種を入
れたからって、自然に意見が交換されるわけ
じゃない」という学生の発言です。いろいろ
な努力をしても、違う属性や背景をもった人
との良好な関係を築くのは、一筋縄ではいか
ないのだと痛感しました。
　そして、だからこそ、対話の努力をするの
だとも。
　日本は、単一民族国家だと多くの人が信じ
ていると書きましたが、日本も移民の数は決
して少ないわけではありません＊4。また、ダ
イバーシティは、民族だけではなく、性別、
性的志向、宗教などいろいろなものがありま
す。性別、性的志向などは、現代のグローバ
ライゼーションを踏まえずとも、常にあった
はずのダイバーシティです。日本では、黒人
の市民権獲得運動に比べ、大きな推進力をも

ったマイノリティがいないからこそ、対話が
不足していたのではないかとすら思います。

憲法観3

　さて、対話というキーワードを離れて、今
度は、憲法です。
　法教育の目的のうちの1つに、法の基礎にな
っている価値を学ぶというものもあり、憲法
の基本原理はその代表と言えますが、憲法観
についても、アメリカは特徴的だと思います。
　なんといっても国が若いので、歴史が始ま
ってすぐに、権力からの独立や立憲主義を学
ぶことになります。歴史の授業を通して、ア
メリカ人は、当然のことのように権力からの
独立、権力からの自由を繰り返し学んでいく
わけですが、日本人にとって歴史の授業で立
憲主義が印象に残ったという人はほとんどい
ないのではないでしょうか。このことをご紹
介する度にお勧めしている本が、「アメリカの
小学生が学ぶ歴史教科書」です。
　このような歴史教育を前提に考えると、銃
をもつ権利とか、陪審を受ける権利とかも理
解しやすい気がします。力をもった人間から
権利侵害されないようにしないと、という精
神は、日本人とは比べものにならないくらい、
強烈に染みついているのだと感じました。

ロースクールで見た
法教育的なもの

学生の法教育団体1

　日本でもアメリカでも、ロースクール生が
高校などに行って、法に関する授業をする活
動を行う学生団体や授業は存在しますが、日
米の差は、端的にいって量だと思います。法
教育団体をもっているロースクールの数、教
材の蓄積、授業の場の種類など、日本に比べ
て豊富で、予算ももっています。よく言えば
成熟期、悪く言えば惰性も見られるという印
象を受けました。

＊4　 2015年時点で移民数は200万人を超え、人数では世界28位との統計がある。　http://www.globalnote.jp/post-3818.html

特集：法教育の今

NIBEN Frontier●2017年4月号 35

D13254_28-41.indd   35 17/03/06   17:25



　まず、法教育団体をもっているロースクー
ルの数について。ジョージタウン大学のロー
スクールから派生したストリート・ローとい
うNPOが、様々なロースクールの学生団体
に無償で教材提供をしており、現在では、ス
トリート・ローという名の下、多くのロース
クールで学生団体が活動しています。本稿を
書くにあたって改めてインターネット上で
Top20を確認したところ、私の通ったUSCを
含め、16校＊5でストリート・ローを発見でき
ました。日本でも少しずつ増えてきていて、
東大、一橋、中央、専修、國學院、金沢大学
などでの活動を聞きます。
　教材の蓄積に関しては、上述のストリート・
ローというNPOが憲法、刑訴、不法行為法、
交渉、契約など、いろんなテーマで提供して
いて、登録した非営利団体はインターネット
上で教材を入手することができます。日本で
は、法教育フォーラムなどが法教育授業の教
材を公開していて、これも徐々に増えてきて
いるのかなと思いますが、歴史の長さの違い
から、量が違います。
　また、USCのストリート・ローの場合、①
地域の学校に行く、②Mentor’s Dayと呼ばれ
るオープンキャンパスのようなものに高校生
が参加する、③コミュニティーセンターのリ
ーダーシッププログラムの一環としてロース
クール生が呼ばれるという3種類のチャネルを
もっていました。
　私が日本のロースクールで勉強していた時
は、出身中高を中心に学生自らがテレアポを
とって実施校を獲得していたので、安定顧客
がいるというのはすごいなと思いました。こ
のほか、私は、経験しませんでしたが、日米
ともに少年院で実施するところもあるそうで
す。
　予算は、USCの場合、ストリート・ローを
含む各学生団体に予算がありました。大学か
ら数百ドル程度もらえるほか、法律事務所な
どからの寄付をもらうとのことでした。予算
は、ランチョンミーティングで人集めをする

ためのランチ代、Mentor’s Dayの景品等の購
入費、オリジナルTシャツ作成費等に使われて
いました。日本の場合、私の在籍した2007年
当時の東大には特に予算がなかったと記憶し
ています。
　このように、数的には圧倒的優位に立って
いるアメリカであり、日本に比べると成熟期
であることは間違いないと思います。一方で、
惰性期と感じたのは、フリーライダーが多か
った点です。どこの学生団体でもランチ目あ
てでランチョンミーティングにのみ参加し、
活動には加わらない学生はおり、それ自体は
間口を広げるためによいと思うのですが、実
施時も、一部のボードメンバーで選んだ教材
を受け取って行くだけの学生が多く、彼らの
中には当事者意識が低い者もいて、ひどいと
きには行く予定だった学生のドタキャンが相
次ぎ中止になったこともありました。私が日
本のロースクールで勉強していた時は、全員
で教材作成することから始まったので、当事
者意識が低いということは考えられませんで
した。さすがに、この時ばかりは、リーダー
の学生が、怒りの注意喚起メールを送ってい
ましたが。

ストリート・ロー以外の課外活動から
感じた法教育的要素2

　アメリカのロースクールでは、全般にプロボ
ノの機会が豊富です。PILF（Public Interest 
Law Foundation）という学生団体は、様々な
NPOから募集が出ているボランティアの機会
を紹介し、一定の時間以上のボランティアを
した人に奨学金を出します。驚いたことに、
PILFは、奨学金を捻出するため、ファンドレ
イジングまでします。
　また、クリニックでは、貧困者、子ども、
受刑者など、一般に弁護士へのアクセスが難
しい人へのリーガルサービスを教授の監督の
下に行ったりします。
　これらの活動は、ロースクール生側から言

＊5　 USCのほか発見した大学は、イェール、ハーバード、スタンフォード、シカゴ、NYU、ペンシルベニア、ミシガン、バージニア、デューク、ノースウェスタン、ジョージタウン、テキサス、
ヴァンダービルト、UCLA、ワシントン
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えば、ロースクールの外、法曹以外と法の話
をする機会になります。リーガルサービスを
受ける側から言えば、リーガルアクセスを広
げ、リーガルリテラシー向上をも助けるでし
ょう。その意味で、法教育的要素があると感
じました。
　ストリート・ローで開催した②Mentor’s Day
では、The Post-Conviction Justice Projectとい
う別の学生団体が体験談を話すパネルディスカ
ッション企画もあり、ロースクール生が受刑者
と話しに刑務所に行った時の体験を聞く機会が
ありましたが、特に用件がなくとも話を聞きに
行ってあげるなど、ある意味では、学生だから
こそじっくりとケースに向き合っていると感じ
ました。
　アメリカのロースクールでこういう活動が
活発な理由はいろんな要因があると思います
が、私見では、ロースクールも、ロースクー
ル生も「そんなもん」と思っているからとい
うのが大きいのではないかと思っています。
　日本では、ロースクール制度導入後も、在
学中から司法試験のプレッシャーを感じてい
る学生が多いかと思いますが、アメリカで
は、通常5月の卒業から7月末の試験までに試
験用講座をとって集中的に勉強することが一
般的です。ロースクールでは、通常、1年生の
時に法学の基礎知識を集中して学び、2年生以
降は、多くの学生が、プロボノ、インターン、
クリニックなど、実際のケースに触れる機会
をつくろうとします。司法試験はアメリカの
方がずっと受かりやすく、司法修習制度がな
いので、このような差が生じるのは当然と言
えば当然なのですが、司法修習よりも、個に
任され、その分、社会との接点が多様かつ主
体的であるということは言えると思います。

授業の中で感じた法教育的な要素3

　さらに、課外活動だけではなく、座学でも
差を感じた点があります。
　日本で法教育に携わっている間、ロースク
ールの授業の簡単版と法教育授業とは何かが
違うと感じていました。それが何なのか、ア

メリカに行ってようやく分かった気がします。
それが一番鮮明に感じられたのが知的財産法
の授業でした。
　日本であれば、「知的財産法には、著作権法
と特許法、商標法…があって、著作権は登録
が不要、特許・商標…は登録が必要」など、
概念の分類から始まることが多いと思います。
これに対して、アメリカでは、「アイスクリー
ム屋さんを開いたとする。人に真似されたく
ないものがあるとしたら何？」という質問か
ら始まり、「レシピ？真似されたくないと考え
たら何をしたらいいと思う？」「特許？まだど
こにも似たものがなくて進化したと認められ
たら可能性はあるかもしれない。でも、公開
されてしまうから特許の期間を超えても真似
されるのを避けたかったら？秘密にしておく
といいかもしれないね」というふうに進んで
行きました。ここではこの一例しか紹介でき
ませんが、全体としてこのように社会事象か
ら始まって、どういうルールが形成されてき
たかを説明する傾向があります。制定法重視
の大陸法国である日本と、判例法重視のコモ
ン・ロー国であるアメリカでは、法が語られ
る文脈が違い、後者の方が、法教育授業に近
いと思うのです。
　法曹にならない場合、授業では、社会との
兼ね合いで必要な大枠を知れば十分です。よ
くある日本型の授業の出だしを簡単にしても、
法曹養成のための授業から情報量を減らした
だけなのに対し、アメリカ型の授業の出だし
は、社会事象との兼ね合いで最小限の情報を
扱うので、十分法教育として成り立ちます。
裏を返せば、日本で法教育をやる場合は、「社
会との兼ね合いで必要な大枠は何か」を考え
ながら、自分が受けた教育を再構成する意識
をもたないといけないのだと思いました。

法教育系NPOでみた法教育活動

　法教育系NPOも星の数ほどあるのですが、
最後に、上述のストリート・ローと、昨今日
本でも話題の主権者教育を支えているCenter 

特集：法教育の今

NIBEN Frontier●2017年4月号 37

D13254_28-41.indd   37 17/03/06   17:25



for Civic Education（以下、CCE）について
ご紹介します。
　いずれも、教員研修や、副教材作成などを
通じて学校現場とかかわっています。資金力
も豊富で、ストリート・ローは約200 ～ 300万
ドル、CCEは300 ～ 700万ドル（インターネッ
ト上公開されている数年前は300万ドル程度だ
が、ヒアリングによると現在は700万ドルとの
回答）の予算をもっています。双方、連邦レ
ベルのNPOであり、特に予算規模が大きいも
のではありますが、日本円で億単位の予算を
もったNPOが複数存在することにはびっくり
しました。職員も法曹バックグラウンドがあ
る人ばかりではなく、教員、広報、ファイナ
ンスなど様々な専門をもった人が所属してい
ます。
　ストリート・ローの方が、法曹バックグラ
ウンドの人が多い印象で、扱う内容も、憲法
に限らず、身近な法律問題、例えば警察に職
務質問した場合の対処法や、著名判例の解説
など幅広く取扱っています。著名判例解説に
ついては、社会科で扱うべきものとされてい
るものが複数あるため、ストリート・ローの
サイトへのアクセスは、最高裁判決の解説ペ
ージが最も多いとのことでした。

　一方、CCEは、主権者教育に主軸がありま
す。目玉教材は、模擬公聴会を行うWe the 
Peopleという教材で、模擬立法体験をさせる
ものです。日本ですと、法教育に警戒感を強
める政治家もいますが、CCEには保守・リベ
ラル双方に支援者がおり、Civic Educationの
大切さに異論をはさまれた経験のある先生に
は、ほとんど会うことがありませんでした。
　このCCEでのヒアリングを教訓に、日本で
も、政治家を巻き込んだ法教育を広げて、理
解者を増やしていきたいと思いました。

まとめ

　駆け足ではありますが、私が見聞してきた
アメリカの法教育事情をご紹介しました。国
民性や置かれた状況によって、やり方はいろ
いろで、単純に輸入できるものではないかも
しれませんが、海外での活動を体験してみる
ことは、いろんな発想を与えてくれます。み
なさまも機会があれば、ぜひ留学してみてく
ださい。そして、学生の課外活動にも参加し
てみてください。 

法教育委員会の活動報告

はじめに

　当委員会においては、主に、学校等に弁護
士を講師として派遣する「出前授業（デリバ
リー法律学習会）」や、生徒たちを引率して裁
判を傍聴し解説を加える「裁判傍聴」を通じ
て、生徒たちと交流を行っています。
　また、これらの活動とは別に、毎年夏休み
に弁護士会館に生徒を招いて1日かけて授業を

澤井 裕 （65期）
●Hiroshi Sawai
当会会員、
法教育の普及・推進に関する委員会 副委員長
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2012年12月 弁護士登録
2015年4月  第二東京弁護士会法の普及

と推進に関する委員会 
副委員長

2016年10月  第二東京弁護士会広報室
嘱託
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行う「夏期ジュニアロースクール」を実施し
ています。また、昨年度には、春休み期間を
利用し、第二東京弁護士会東日本大震災等災
害対策本部と協力して、被災地の生徒たちを
東京に呼び、法教育等を行う「第1回東京で遊
ぼう！弁護士と遊ぼう！」が行われました。
　さらに、当委員会では、イベントだけでな
く、魅力的な外部講師を交えての定期的な研
修を行っております。当委員会では、これら
以外にも多くのイベントを開催しております
が、紙面の都合上、主に上記イベントや研修
についてご説明いたします。

「夏期ジュニアロースクール」
について

　昨年8月5日、当委員会発足以来、毎年恒例
となっているジュニアロースクールが開催さ
れました。ジュニアロースクールでは、毎年
東京23区の全中学校と各区の中央図書館にチ
ラシを配布し、中学生の参加を呼びかけ、毎
年異なるテーマで法的なものの考え方を学ぶ
機会を中学生に提供しています。
　毎年、当委員会のジュニアロースクールプ
ロジェクトチームでは、企画段階で、午前の
部、午後の部それぞれのパートに分かれて準
備を進めており、午前の部は民事事件に関す
る題材、午後の部は刑事事件に関する題材を
扱うなど、異なるテーマを検討し、生徒たち
にできるだけ多くの題材に触れてもらうよう
にしていました。これに対し、今年度は、1つ
のテーマを決め、午前と午後で異なる視点か
ら1つのテーマを検討してもらうことにしまし
た。
　今年度の内容は、生徒会長選候補に名乗り
を上げた「光源氏君」が、生徒会長としてふ
さわしいかについて、部活動の顧問の先生、
友人役らの弁護士から、生徒たち自らが事情
を聴き取り、賛成派と反対派という各班の設
定に沿って、最終的には新聞記事を書いても
らうというものです。同じ事情を聴き取った
人でも、立場や思惑によって全く異なる情報
発信につながること、中学生新聞記者という

ロールプレイを通じて身をもって学んでもら
うことが今年度の大きなテーマでした。
　午前の部では、テーマを下支えする知識や
考え方を、パワーポイントによる資料等を通
じて、生徒たちに分かり易く説明しました。
資料では、ネットに投稿された「濡れた猫」
の画像を記載し、「画像とともに投稿されたコ
メントからすると虐待されたように見えるけ
れど、事実とは異なるようだ」と後日談を含
めた解説をすることで、生徒たちは「事実」
とは何か、「評価」とは何か、そしてそれらを
峻別することの大切さを学んでくれました。
　午後の部は、前述のとおり、生徒たちが、
生徒会長候補の「光源氏君」について、部活
動の顧問の先生や友人役らの弁護士から聴き
取りを行いました。生徒たちは、みんな、登
場人物が語る「光源氏君」にまつわる話が、
午前中に学んだ視点である、「事実」なのか、

「評価」なのかを見極めた上で、自分たちの立
場に不利な事情も考えながら新聞記事を書く
という難題にぶつかりました。それでも彼ら
は、真剣に頭を悩ませ議論をしつつ、他方で、
今まで直面したことのない課題に楽しみを覚
えながら取り組んでいました。
　その後、生徒たちは、それぞれ作成した新
聞記事について、そのこだわりや要点を簡潔
に、誇らしげに発表してくれました。生徒た
ちは、限られた時間ながらもそれぞれ満足し
た作品に仕上げたようで、その言葉や眼差し
からは達成感が感じられました。彼らが作成
した新聞記事は、私たちが思いもよらないよ
うな創意工夫に満ち、すばらしい作品になっ
ていたと思います。
　なお、ジュニアロースクールを語る上では、
上記の授業だけでなく、昼食時間に行われる
当委員会の委員と生徒たちとの交流も欠かせ
ません。当委員会の委員は、授業とは関係の
ない弁護士の日常や、弁護士の業務について
分かり易く伝えるなどし、生徒たちに少しで
も弁護士に対する興味を持ってもらえるよう、
積極的に話しかけるようにしています。今年
度の昼食時間も、世の中の事件に対する弁護
士の意見に真剣に耳を傾ける生徒たちも少な
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くありませんでした。
　毎年、生徒たちが1日をかけて飽きないよう
な授業を行うよう、多くの委員が業務に追わ
れる中で時間を割き、準備を行っています。
来年度は、中学生を対象にするだけではなく、
小学生に対しても同様の企画を行うことを検
討中であり、ますます法教育を実践する場が
広まってきているように感じます。

「第1回東京で遊ぼう！
弁護士と遊ぼう！」について

　昨年3月25日、26日の1泊2日、南相馬の小学
校高学年の16名に東京に来てもらい、観光を
楽しんでもらうとともに、法教育の授業を行
いました。当企画の発端は、二弁の東日本大
震災等災害対策本部から、当委員会に対し、
被災地の生徒たちが楽しめるイベントを企画
してほしいとの依頼があり、2年前の年末か
ら、当委員会のメンバーを中心に企画の準備
を行ってきました。
　まず、1日目は、社会科見学の一環としてフ
ジテレビを見学し、その後豊洲でバーベキュ
ー大会を行い、代々木の国立オリンピック記
念青少年総合センターに宿泊しました。2日目
は、法教育の授業を行うとともに、代々木公
園で外遊びをしました。
　1日目の昼、フジテレビに到着した後は、フ
ジテレビ内でお弁当を食べ、その後、フジテ
レビ内の見学を行いました。生徒たちは、テ
レビの舞台裏で、セットの作成に携わってい
る方や、番組のタイムマネジメントにかかわ
っている方がずっとテレビモニターに張り付
いている姿を見て、番組作成の大変さを知る
ことができたようです。東京に着いた当初、
生徒たちは、慣れない環境に緊張していたよ
うでしたが、スペシャルゲストとして、フリ
ーアナウンサーの小倉智昭氏が登場するや否
や、写真を撮り出す生徒もおり、徐々に打ち
解けていきました。「夢なんじゃないかと思っ
た！」とコメントをする生徒たちもおり、と
ても喜んでくれたことを覚えています。
　その後は、豊洲に移動してバーベキュー大

会です。中央大学の法科大学院生を交え、約
40名が参加しました。普段、書面と向き合っ
ている弁護士も、この日はどうやったら肉を
焦がさずに火をとおすことができるのか、苦
心していました。生徒たちと一緒に肉やマシ
ュマロを焼きながら歓談する中でさらに距離
が縮まり、非常に楽しい時間を過ごすことが
できました。
　2日目は、ルール作りについて、法教育の授
業を行いました。具体的には、小学校6年生
のクラスでウサギを飼うことになり、クラス
の代表が集まってウサギの世話の内容・当番
順などのルールを決め実施していましたが、
様々な事情（ウサギが怖い、動物アレルギー
でウサギに近寄れない、面倒だから嫌等）か
ら当番を休む生徒が出てきてしまい、ウサギ
が病気になってしまいました、さてどうした
らよいでしょうという内容でした。
　事案を把握してもらうため、当委員会の委
員が中心となって寸劇を行い、生徒たちに見
てもらいました。このような寸劇の実施は、
視覚でとらえたものほど理解度が上がるとい
う効果を狙ったもので、当委員会が普段実施
している出前授業でもよく用いられている手
法ですが、今回も生徒たちの場面設定の把握
の一助となったように感じました。
　寸劇後、進行役弁護士による進行の下、問
題点を把握しながらもみんなが守ることがで
きるルールにするにはどうしたらよいか等に
ついて議論を行いました。当初は、自分の意
見を言うことしかできなかった生徒たちが、
次第にほかの子の意見に耳を傾けるようにな
り、自分たちでルールはよりよいものに変え
ることができると気づくきっかけになったの
ではないかと思います。
　本企画を通じて、被災地の生徒たちとより
近い距離で交流を図り、生の声を聴くことが
できましたので、震災復興を考える上でも今
後の支援に役立つヒントを得る機会になった
と感じています。今年度行われる第2回は、六
本木の街を中心に同様の企画を行う予定とな
っており、準備を進めています。
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外部講師の研修について

　紙面の都合上、詳細を書くことはできませ
んでしたが、当委員会は積極的に魅力的な外
部講師を呼んで研修会を行っております。

林修先生の講義について1

　昨年1月6日には、林修先生から、学校で授
業を行う上でのコミュニケーションについて
ご講演いただきました。林修先生は、弁護士
を対象とする講演は初めてとのことでしたが、
あっという間に弁護士が笑う「ツボ」を探り
あて、我々を引き込んでいく話術は圧巻でし
た。私の経験上、生徒たちが目を輝かせて話
を聞き入るような授業を行い、生徒たちが自
ら考えたことを発表し討論し合えるよう導く
ことは非常に難しいと感じています。林先生
は、「ウチとソト」論等、興味深いテーマに沿
って、事前に訪問する学校に関する情報を収
集することが如何に大事かを説明してくださ
いました。できる限り、出前授業での実践を
心がけるようにしています。

主権者教育シンポジウムについて2

　昨年9月23日には、東京大学の宍戸常寿先生
らをお呼びして、昨今問題となっている主権
者教育についてシンポジウムを行いました。
　主権者教育とは、公職選挙法の改正により
選挙権を有するようになった18歳以上の学生
が、主権者として、国や社会の問題を自分の
問題としてとらえ、自らの考えを形成しても
らうために日本国憲法が拠って立っている基
本的人権の尊重や立憲主義などの原理を理解
してもらうための教育です。
　宍戸常寿先生らによれば、主権者教育の内
容は、まさに法教育そのもの、すなわち「専
門家でない人々に法の基礎にある価値や法的
な考え方を身につけてもらう教育」と重なる
もので、我々が、過去に法教育で実践してき
た内容をどのように投票行動に関する議論に

結びつけていくかが課題であるとの説明があ
りました。
　当委員会でも、現在、積極的に主権者教育
に関する教材を作成しており、できる限り早
い段階で、学校での実践を模索しているとこ
ろです。

最後に

　今回、ご紹介した企画は、当委員会が行っ
ているイベントや研修の一部にすぎませんが、
それぞれの委員が、新しい問題に対して、精
力的に挑戦を続けていることは理解していた
だけたのではないでしょうか。当委員会の
様々な活動を知り、少しでも興味を持たれた
方は、是非とも当委員会にて一緒に活動する
ことをご検討いただければ幸いです。 
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