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はじめに 

 
 本冊子は、関東学院大学法学部の海外体験学習プログラムの記録である。2018年 3 月、ハワイへ渡航
し、短い旅程であるが、真珠湾の史跡、ハワイ州最高裁判所と司法歴史センター、ハワイ日本文化セン
ター、ハワイ大学ロースクール・歴史学部に、田口教授とともに引率・訪問させていただいた。 
 日本の法学教育においては、外国法について学び、その基礎となる社会と歴史について深く学ぶ機会
が限られている。しかし、日本の法制度が欧米由来の法制度を継受して成立しており、かつ、グローバ
ル化が進展して外国法自体の理解がますます求められている現状を考慮すれば、外国法を学ぶ機会は極
めて重要である。本学の海外体験学習プログラムは、外国の社会と歴史、法制度について事前学習した
後に、外国の現地を直接訪問することで、外国の法と社会に触れて、日本の法と社会を客観的・批判的
に見つめ直す機会を与えるものである。 
 本冊子における学生の報告を振り返ると、初めて目の当たりにするハワイの社会・歴史・法制度から
知的刺激を受け続ける、贅沢な学びの連続であったことがわかる。真珠湾を訪問することで体感する戦
争の凄惨さと記憶の継承の意味、ハワイ州最高裁判所裁判官との個人的な対話を通じて認識する法曹の
魅力や社会正義の追求の意義、司法歴史センターにおける法制史資料を通じて知る法の文化的固有性と
近代化・普遍化への道程、ハワイ日本文化センターでのご案内と豊富な展示から浮き彫りとなる日系人
の苦難の歴史と社会的な包摂、そしてハワイ大学ロースクールと歴史学部におけるディスカッションを
通じて育まれる法学・歴史学への強い関心—これらの一つひとつが、学生の異文化理解と外国法理解、
ひいては日本の法と社会に対するより深い理解へとつながっている。 
学生にとって、その若く最も多感な時期にこのような体験学習の機会を得られたことは、極めて有意

義であろう。ご協力いただいたすべての方々に、心からの謝意を申し上げたい。 
 

法学部准教授 原口佳誠  
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Ⅰ ハワイ研修 

A 真珠湾・アリゾナ記念館訪問 

１ 真珠湾について 

 真珠湾は、日本時間で 1941 年 12 月 8 日未明に、日本がアメリカに対して先制奇襲攻撃をした場所と

して知られている。州都ホノルルから西約 10km に位置している。隣接地にはダニエル・K・イノウエ空

港（ホノルル空港）がある。現在、真珠湾の史跡関連の施設として、戦艦アリゾナ・メモリアル・USSボ

ーフィン潜水艦博物館公園、戦艦オクラホマ・メモリアル、戦艦ミズーリ・メモリアル、太平洋航空博

物館などがある。 

２ 真珠湾への訪問 

 ハワイ研修最初の研修先として、真珠湾の史跡である第二次世界大戦武勲記念国立史跡（World War II 
Valor In The Pacific National Monument）を訪問した。(写真 1)セキュリティの関係上バッグ類の持ち
込みは禁止されているため、入場の前にビジターセンター入り口に手荷物を預けてから入場した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
まず、真珠湾の国定史跡に入って右手側に沈没した潜水艦と潜水艦乗組員を追悼するウォーターフロン
ト・メモリアルが存在する。ここでは、アメリカ国旗の周りに潜水艦の墓が設置されている。その潜水
艦の墓には潜水艦の歴史が刻まれている。海上ではその奥からは戦艦アリゾナ・メモリアルと戦艦ミズ
ーリ・メモリアルを見ることができる。（写真 2） 
 
 
 
 
 
 
ウォーターフロント・メモリアルの右側には、対馬丸事件にて対馬丸を撃沈させた潜水艦ボーフィン

が展示されている。屋外では、人間魚雷「回天」など、様々な展示物が至る所に存在する。 

写真 1 第二次世界大戦武勲記念国立史跡 

写真 2 左側が戦艦ミズーリ・メモリアル 右側が戦艦アリゾナ・メモリアル 
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３ 真珠湾太平洋航空博物館 

 続いて私達は真珠湾ビジターセンター内から出ているシャトルバスに乗って、フォード島にある、真
珠湾太平洋航空博物館まで向かった。ここでは、太平洋戦争に使用された航空機が展示されていた。そ
こには日本の零戦や零戦パイロットに送られた寄せ書き日章旗などが展示されていた。その展示で特徴
的なのは、太平洋戦争時の敵国である日本に関する展示
には日本に対する敵国感情が排除されているようにみ
えたことである。客観的に展示物の説明がなされている
ようであった。 
その後、屋外に出て、有名なフォード島の管制塔をは
じめ屋外に展示されている多数の航空機を見学した。さ
らに博物館の付近に併設されている、1941 年に実際に
使用されていた格納庫を改造して作られた航空機・戦闘
機の展示を見学した。(写真３) 
 
最後に、真珠湾ビジターセンターに戻り、館内にある

博物館を見学した。中には太平洋戦争が勃発した原因と
して、日本が領土を獲得するためであるとの説明があっ
た。また戦艦赤城の模型や戦時中使用されたガスマスク
などの装備品が展示されている。それに加えて、当時使
用された拳銃や戦時中の写真等も展示されている。また
写真の展示の中で真珠湾攻撃の被害を受けた兵士のモ
ノクロ写真も展示されている。 
 
特に撃沈された戦艦アリゾナと、その上に建設されたアリゾナ・メモリアルの模型図（写真４）はこ

れまでに見たことがなく、印象的であった。 
私が真珠湾を訪問し、いかなる戦争行為も許されることではない、と感じた。そして、現地に行って

初めて理解できることがあるのだと認識した。 
石井 玲於（法学部２年） 

  

写真３ 太平洋航空博物館・格納庫 

写真４ アリゾナ・メモリアルの模型図 
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B ハワイ州最高裁判所、司法歴史センター訪問 

１ ハワイ州最高裁判所とは 

 
 Ali'iolani Hale（アリイオラニ・ハレ）ことハワイ州最高裁判所は、1 階に司法歴史センターと模擬法
廷を、2 階に実際に使用されている法廷を構えた構造となっている。最高裁裁判官は 5 名であり、年間に
約 100 件程度の裁判を行っている。 

     （ハワイ州最高裁判所：正面）           （模擬法廷：1F）                       
 

２ Sabrina S. McKenna 裁判官のセミナー 

  
ハワイ研修 2日目、ハワイ州最高裁裁判官である Sabrina S. McKenna 裁判官にお会いし、貴重な時間

を過ごすことができた。我々は事前に質問事項を準備し、これに答えていただく形で進められた。数多
くの質問にお答えいただいたが、その中でも特に印象に残っているものを以下に記す。 
 ハワイ州法において改善すべき法律制度の有無についての質問に対し、McKenna 裁判官は保釈制度の
問題を挙げられた。保釈の有無は、保釈することで社会に危険を及ぼすか否か、また、出廷せずに逃亡
する恐れがあるか否かで決定される。保釈金は非常に高額であり、ハワイ州内においても島ごとにその
額は異なる現状だという。そのため、「個人に合わせた保釈金を設定する制度」が必要である。経済的に
苦しい人物である場合、保釈金は支払うことができず、裁判までの間ずっと収容された状態となってし
まう。このような場合、司法取引などで「存在しない罪」を認めることで早く出所する道を選択する者
も増え、経済的な有利不利と前科との間に相関関係が発生し得る問題があるのだ。しかし、この問題は
解決が非常に難しい。保釈金の金銭問題は行政の管轄であることから、司法の場からの声では動かすこ
とが難しい点、また、保釈制度を緩くしたことで問題が発生した場合、保釈を許可した裁判官に責任追
及の声が向けられることが必至なことから、多くの裁判官がこの問題に口を噤んだ状態である点がある
ためだ。 
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 アメリカで採用されている法曹一元制に対するメリット・デメリットについての質問について、
McKenna 裁判官は、概ねメリットが大きいとのお考えであった。McKenna 裁判官によれば、裁判官に
必要なものは成績ではなく、優れた人間性や多様な社会経験・人生経験である。そのため、日本のキャ
リアシステムには否定的な立場をとっている。家族や家庭・子供を持たない裁判官が、試験で優秀であ
った、というだけで家庭裁判所で裁判を行う日本の現状では、本当に当事者のことを考えた裁判ができ
ているのか疑問が残る、との意見だ。これに対して、弁護士や裁判官・検察官など、多くの立場を経験
することが可能な法曹一元制は、社会経験や人生経験を成熟させる点で優秀だという。デメリットとし
ては、最高裁裁判官が弁護士として戻ってきたら、個人的にはやり辛いであろう、とのことで、制度そ
のものの大きなデメリットはあまり見受けられないようであった。 
 懲罰的損害賠償制度について、実損の 10 倍程度の損害賠償が課されることから、本制度に馴染みのな
い日本人からみると厳しい制度であるようにも思われる。その旨を質問した際には、McKenna裁判官は、
まだまだこの制度は不十分であり、さらに賠償責任を厳格化するべきであるとの意見を述べられた。な
ぜなら、よほどの不法行為でなければ企業が倒産するほどの額にはならず、大多数の企業はこの制度に
備えて保険に加入しており、大きな痛手にはならないからである。この根拠を、次の判例を用いて解説
して頂いた。 
ある企業が木材会社を買収すべく、アメリカで 7 番目に大きなシカゴの銀行とジョイントベンチャー

を行うことにした。しかし、買収予定の 1 週間ほど前に突然、銀行が単独で木材会社を直接買収してし
まった事例だ。この事例では、420 万ドルほどの懲罰的損害賠償が言い渡されたが、銀行の運営には取る
に足らない額であったという。 
懲罰的損害賠償制度は、企業の違法な暴走に一定の抑止力を持たせることはできているが、まだまだ

不十分な制度であり、むしろ強化する必要があるとのことであった。 
 セミナー中、McKenna裁判官は、度々「少なくともハワイ州では」の表現を用いて説明してくださっ
た。アメリカ合衆国では、大きな権限を保持する州と連邦とが衝突を繰り返し、徐々に連邦の権限を拡
大していったという歴史がある。州法は、このような衝突や現地の人々の生活・文化や価値観などを多
面的に反映しつつ、それぞれの州ごとに大きく異なるものが作り上げられていったのだと考えられる。
今回のセミナーを通じて、ハワイ州法だけでなく、他州の州法が持つ特徴についても興味を持った。ま
た、今回の訪問では裁判の傍聴はしなかったが、次の機会があるならば、実際の裁判を見て、日本との
差異や特徴を考えてみたいと思う。 

 

（McKenna裁判官と最高裁判官執務室にて）    （実際に使用されている最高裁法廷にて） 
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３ 司法歴史センター訪問 

 ハワイ州最高裁判所 1 階にある司法歴史センターは、昔の戒律制度（カプ制度）から近代における英
米法の導入を解説し、ハワイにおけるユニークな司法の歴史をパネルや展示にて紹介している施設であ
る。 
 古代の裁判は、「罪人でないのならば、熱湯に手を浸しても火傷をしないはずだ」という類の神判が示
すように、理不尽で、公平性を欠くものであった。このような神意によって犯罪人を裁く方法は、日本
でも昔はひろく行われており、近代的な裁判制度が確立するまでは、多かれ少なかれこのような理不尽
さが共通しているように感じた。その後、ハワイ王国では、カメハメハ 3 世のもと、立憲君主制として
法制度の近代化が行われるようになる。例えば、Oni v. Meek は、急激に近代化する社会に対して裁判所
が応答した事例であり、伝統的な共有財産制から、王国の議会が認めた私有財産制へと移行する象徴的
な判決であった。1898 年、ハワイはアメリカに併合され、以降、ハワイはアメリカの準州、さらに州と
して、アメリカ法の法域に属するようになった。 

1 階の模擬法廷では、上記の Oni v. Meek の争点、裁判官と法律家による議論と陪審員の評決まで解説
されており、当時の裁判の模様が再現され、非常に興味深いものであった。 
私たちが見学しているときに、模擬法廷に小学生が課外学習に訪れていた。小学生には検察や弁護士、

裁判官などの役割が与えられ、テーマに沿って模擬裁判が行われていた。これは現在の日本ではあまり
みられない法教育であり、是非、日本にも取り入れてもらいたいものだと思う。日本では、裁判は敷居
が高く手続きも煩雑で、どこか「他人事」だと感じている人が多いと考えられる。しかし、裁判を受け
る権利は、全員が持つ権利なはずである。幼少の頃から模擬裁判に触れることで、日常生活に裁判を溶
け込ませ、司法を身近なものにしているハワイの法教育は、非常に新鮮であった。 

 

   （模擬裁判を行う現地の小学生）           （古代の裁判の様子） 
 

望月 雄斗（法学部１年） 
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C ハワイ日本文化センター 

 

１ ハワイ日本文化センターについて 

 
 ハワイ日本文化センターは 1994 年に設立され、伝統文化の保存を目的としている。常設展としては

「OKAGE SAMA DE（おかげさまで）（写真 1）」がある。この名前の由来は、日系人の今日に至るまでの周

囲への感謝の気持ちを表したものである。OKAGE SAMA DE の入り口には、開設に伴って日系人の方々が

聞き取られた、座右の銘が展示されている（写真 2）。この座右の銘には、日本独自の価値観を含んだ言

葉が多く見られた。 

上：写真 1 常設展「おかげさまで」 

右：写真 2 左側から「孝行」「恩」「我慢」「頑張り」「仕

方がない」「感謝」「忠義」「責任」「恥」「誇り」「名誉」

「義理」「犠牲」と彫られている。 

 

２ ハワイにおける日系人の歴史 

 

 19世紀中頃において、ハワイでは農場が増加していた。

しかし、ハワイ王国内のハワイ人のみで労働力を確保す

ることは困難になっていた。そこで、不足していた農場

の労働力を確保する目的で、ハワイ王国は日本人の労働

者の招致を徳川幕府と契約した。しかしその後、日本側

は、徳川幕府から明治政府に移行したことを理由に契約

を無効にした。 

ハワイ側はすでに渡航受入準備を終えていたため、1868 年に約 150 名が違法な状態でホノルルまで送

られた。この人々は、明治元年に送られたことから、「元年者」と呼ばれている。翌年、契約内容が異な

るなどの理由で約 40 名が帰国した。 

1885 年に日布移民条約が締結され、ハワイへの移民が公式に許可された。政府の斡旋でハワイへ渡航

した人々は官約移民と呼ばれる。官約移民が廃止されると、民間移民会社が認可され、民間の会社を通

じて斡旋がなされるようになった。この人々は私約移民と呼ばれる。 

ハワイでは、低賃金で勤勉な日本人に対して、次第に排日感情が芽生えていった。そのため、1908年、

日本からの移民を努力義務で制限する日米紳士協定が締結された。その後、1924 年の移民法により、日

本からの移民が完全に制限された。 

写真 3 日本人のハワイへの移民の推移 
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ハワイに移住した日本人は、上記の移民法成立までの間に、日本の女性と写真の交換を通じて結婚し

（ピクチャーブライド）、女性をハワイに呼び寄せた。ハワイで子供が生まれると後に日系アメリカ人と

呼ばれる人々が誕生していった。日系人の生活は主に農業を生業としていたが、農場の監督官に鞭を打

たれる等の暴力を振るわれていた。さらに賃金も日系人であるとの理由で白人よりも低賃金で働かせら

れた。 

1941年から 45年にかけて行われた太平洋戦争においては、日系人が敵国の人間であると認識されてお

り、アメリカ本土のみならずハワイにおいても日系人の収容が検討された。しかし、日系人はハワイに

とって欠かせない労働力になっていた。そこで、ハワイでは、収容する者を日系人の中でも教師等の指

導者に限定して収容された。 

 

３ 日系アメリカ人の努力 

 

 太平洋戦争中、日系アメリカ人は苦境に立たされていた。親は敵国の日本人である。自分は、アメリ

カ生まれの、完全なアメリカ人であると主張したかった。そこで、自分はアメリカに忠誠を誓っている

ことを証明するために、兵役に就く者が多くいた。こうして、隊員の大半が日系人で構成されている第

100 歩兵連隊や第 442 連隊等が編成されるに至った。 

戦後、第 442連隊は 1946年に「諸君は敵のみならず偏見とも戦い勝利した」と賞賛され、その後アメ

リカ合衆国史上最も多くの勲章を受けた部隊として知られている。 

 

石井 玲於（法学部２年） 
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D ハワイ大学ロースクールの法学セミナー (Levin 教授)   

 
ハワイ研修３日目の午前、ハワイ大学のロースク

ールを訪問し、法学教授である Mark A. Levin教授
と Spencer Kimura 主任による「日米における同性
婚問題」に関するセミナーを受講した。              

Levin教授はイェール大学ロースクールとワシン
トン大学ロースクールのご出身であり、シアトルの
連邦地方裁判所の John Coughenor裁判官の下でロ
ークラークを務め、その後５年間企業法務弁護士と
してシアトルで勤務し、日本の法律事務所に勤めて
いたこともあった。1997 年より現職であるハワイ大学の法学教授を務めている。 

Kimura 主任は、名古屋南山大学卒業後上智大学に入学し、その後東京の法律事務所に勤めた後ハワイ
大学のロースクールに勤める等様々な大学で活躍し、最終的には現職であるハワイ大学 LL.M.サマープ
ログラム主任を務めている。 

 

１ はじめに―同性婚について 

  
アメリカ合衆国では、2015 年 6月 26 日の合衆国最高裁判決により、全米 50州で同性婚が合法化され

た。同判決が出た時点で、すでに 36 州とコロンビア特別区では同性婚が合法化されていた。なぜなら、
アメリカ合衆国では連邦制をとっており、婚姻に関する権限は各州に委任されており、一部の州・特別
区では、同成婚が認められていたからである。しかし、同性婚が認められたいまもなお、宗教上の理由
等による同性愛者への差別が根強く残されている。 
 一方、日本では、憲法 24 条１項の「両性」を「男性」と「女性」として解釈し、同性婚を禁じている
のが現状である。加えて、内縁カップルとしての法的保障を同性カップルにも認める内縁法理の適用も
行われていない。しかし、最近では、渋谷区等の自治体レベルではあるが、婚姻とは別の制度で、同性
カップルに婚姻に似た法的関係の尊重を求める、パートナーシップ条例が導入されつつある。 
 

２ セミナー 

 
 今回の講義は、我々学生の質問に答えて頂く形式で行われた。 
 まず、日本は同性婚を認めていないという意味で憲法 14 条法の下の平等に反し、差別的ではないだろ
うか、また、日本は諸外国等と比べ遅れているのではないか、という質問が行われた。それに対して、
Levin 教授は、次のように回答された。まず、性的少数者を、従来のように LGBTQI＋(Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, Questioning, Intersex, plus)、と呼称し、セクシャルマイノリティを差別する表現



 11 / 21 
 

を用いるのではなく、単に性的指向を表すSOGIESC
（ Sexual Orientation, Gender Identity and 
Expression, and Sexual Characteristic）という用語を
用いるべきである。この SOGIESCという用語では、
LGBT に属さない人が出てこない言葉を用いること
ができ、差別化の意識が無くなるのではないだろう
か。そして、日本はまだマイノリティを許容する風
習がなく、遅れている。そもそも日本ではこの話題
について触れようとしておらず、「タブー」の意識が
根強く残っている。 
次に、日本でこれから同性婚が合法化されるかどうか質問すると、少し間を置き、「出来ると思う」と

述べられた。過去の日本と現在を比べると、「タブー」の意識は少しずつではあるが無くなり、また若者
がセクシャルマイノリティに対して寛容的であるため、これから更に進歩するのではないかと推測され
た。また、自分を含めたアメリカ人の同性愛に対する意識が変わったのは、エイズの蔓延という社会事
情が背景にあり、エイズにより LGBTの人々が亡くなったため、社会には多数の LGBTがいるという社
会認識が生まれたそうである。アメリカでは、1990 年代においては、連邦最高裁により、同性愛行為に
対する州法の処罰規定は合憲とされていたが、2000 年代になると、そのような州法は違憲無効とされた
（2003 年の Lawrence v. Texas）。2015年の最高裁判決(Obergefell v. Hodges)により、合衆国憲法の平等
条項のもと、同性婚が全州で正式に認められるようになっている。 
日本では、憲法 24 条の「両性」の文言に執着して同性婚が禁じられているが、明治憲法下での「両性」

に深い意味はなく、その言葉しかなかったので、「両性」を使ったのみであろうと推測されていた。憲法
11 条、14 条等は男女のみに限られるものではないのだから、24 条における「両性」も、あえて男女に
限った趣旨ではないだろうということである。 
憲法解釈を行う日本の裁判所にも問題点が存在しており、最高裁判所事務総局長を含め、裁判官は保

守派がほとんどであり、国民の裁判所に対する意識も未熟であると指摘された。加えて、LGBT の人々
が社会に登場した後に支持者が出てくるのがアメリカを含めた一般的な傾向であるが、日本ではまず支
持者が社会に登場しており、LGBT の人々がまだ社会で可視化されていない状況である。ただし、支持
者がまず増えることにより自分は性的少数者であると表に出す人が増え、それにより中立的な人が増え
る可能性もある。現在の日本の現状は、性的少数者であると公にしやすい環境が整いつつあり、将来的
に同性婚を導入するのは可能だろうとされた。 
さらに、日本では性的少数者が比較的暮らしやすい場所として、パートナーシップ条例が制定された

渋谷区等が挙げられるが、ハワイは性的少数者にとって住みやすい場所はあるか、という質問に対して
Levin 教授は「同性婚が認められたからといって、ハワイが天国という訳ではない」と仰った。性的少数
者であることを公にしている人々もいるが、同性愛に対する差別主義者がいるので公にせず隠している
人もいるのが現状だと述べた。したがって、同性婚が認められたからといって、必ずしも同性婚が国民
全員に快く歓迎されるわけではないのである。 
同性婚は、婚姻を男女の契約とするキリスト教者の宗教の自由を害しているのではないかという質問

に対しては、「確かに宗教上の問題があるのは事実である」と仰った。しかし、宗教の自由があるから同
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性婚への差別を認めてしまうと、差別の問題に発展してしまう。もし宗教上の理由による差別を認めた
としても、最高裁判決で認められた同性婚がすぐに覆ることはなく、結果として、憎悪に基づく差別が
社会で継続することになると指摘された。 
最後に、自己決定権を尊重する観点から、婚姻制度を廃止して全てをパートナーシップ制度に変更し、

同制度のもとにおけるいかなるカップルにも現状の婚姻に関する権利を認めるべきではないか、という
質問に対して、Levin 教授は、「日本のドラマの『逃げるは恥だが役に立つ』のように、恋愛ではなく、
利益を求めるための婚姻も認めては良いのではないだろうか。恋愛がなくとも、婚姻関係をつくること
はできる。したがって、パートナーシップ制度と婚姻制度、どちらもあっていいのではないだろうか」
と仰った。婚姻には、良いことだけでなく悪いこともある（Marriage has a lot of baggage）。婚姻につい
て考えると同時に、独身の人々への保障、婚姻はするが恋愛関係を求めない人々、多夫多妻、一夫多妻、
等についても、これからもっと深く考えていく必要があるとまとめられ、セミナーを終えた。 

 

３ 大学内見学 

 
セミナー終了後、Spencer Kimura 主任のご案

内により大学のロースクール内を見学した。ま
ず、普段授業が行われる教室を見学させて頂い
た。日本の大学の授業の雰囲気とは異なり、ほ
とんどの大学院生がパソコンで授業を受けてい
る様子が伺えた。 
次に、大学内にある模擬法廷を見学した。こ

の法廷では実際の裁判が行われることもあり、2
日目にお会いしたマッケナ裁判官もここで裁判
を行うことがよくあるそうだ。日本の裁判所は、
このようにロースクールに裁判所が出張することはないため、日本との大きな違いを感じた。 
最後に、図書館を訪れた。ハワイ大学の図書館は日本の大学と異なり、一般に広く開放されていた。

中に入ってみると、大学院生専用の机や、くつろげるソファーが置いてあり、勉強や調べ物をするには
とても良い空間であった。全体的な印象としては日本の大学とは異なり、開放的でくつろげる空間が館
内に多数あり、落ち着いて勉強に集中できるような印象を受けた。 

 
                                   浜田 恵利（法学部２年） 
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E ハワイ大学歴史学部の歴史学セミナー（戸谷教授）   

 
 戸谷由麻先生は、ハワイ大学歴史学部の教授であ
り、戦後の東京裁判を主として研究されている。我々
は、事前に作成した「安倍首相の真珠湾訪問」につい
てのレジュメを検討するとともに、その枠を超え、田
口先生や原口先生も交えながら、2時間弱のディスカ
ッションを行った。 
 

１ 真珠湾を訪ねて、考えて。 

  
まず、戸谷先生は我々に対して、真珠湾に対する感想を求めた。我々は、自分たちが想像していた日

本の捉えられ方と違っていたと述べた。真珠湾では、一般的には、アメリカが被害者、日本は加害者の
ように捉えられているように考えていた。しかし、アメリカによる展示物やその説明などから、日本に
全く責任がないという描き方ではないが、あまり反日意識がないことを真珠湾で感じていたからだ。 
戸谷先生は続いて、「安倍首相は真珠湾訪問を行ったが、同様に日本軍が残虐な行為を行った中国の南

京へ謝罪に行くだろうか」という質問をされた。ここでは日本のアメリカとアジア諸国に対する対応の
違いについて考えさせられた。我々は今回のハワイ研修の応募のために、「安倍首相の真珠湾訪問」につ
いての小論文を書いている。そこではアメリカに対して謝罪の必要があったのかについて触れているが、
今回のセミナーではアジア諸国に対する日本の姿勢についても深く考えることができた。中国のほかに、
韓国も話題に上がった。韓国との間では慰安婦の問題があり、日韓での考え方は異なっている。私はセ
ミナーでの議論を通して、日韓相互の考え方に必ずしも正解はないのではないかと感じた。 
 

２ 戦争の意味 

 
私たちは、小学生の頃から戦争について歴史の授

業を通して学んできた。戦争は今日の日本に欠かせ
ない重要な意味を持つ。何故そう思うのか？戦争が
なければ現在の日本の自由で民主的な土台ができな
かった、アメリカがその土台をつくるきっかけとな
った、 という意見が出た。 
終戦から長い年月が経ち、いつの世代までが過去の日本の過ちを背負うのかを考えると、戦後を終わ

らせ、未来に焦点を当てるべき時が来たとも考えられる。しかしながら、未来志向を強調し先の大戦に
おける過ちに目を背けてもいいのであろうか。かつてのドイツ大統領ヴァイツゼッカー氏は、「過去に目
を閉ざす者は、未来に対してもまた盲目となる」という言葉を残している。まさに今の日本に必要な考
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え方ではないだろうかと私は考える。 
先の大戦の犠牲者は、現在も痛みや苦しみと葛藤している。未来にばかり目を向けて、彼らの思いを

過去のものにしてもよいのだろうか。また、大戦は、アジア諸国にも多くの犠牲者を出したことは事実
である。もし「未来志向」を唱えるならば、アジア諸国とも「和解」する必要があるといえる。日本が
終戦から現在の国際的に信頼される地位を確立できたのは、たしかにアメリカの協力もあるが、長年に
渡り、不戦の国、平和の国であることを維持してきたという点も大きいと感じる。 
 

３ 東京裁判 

 
東京裁判では、侵略戦争にたいする罪と、戦争行為を違反したという通例の戦争犯罪という二つの国

際犯罪が裁かれた。「天皇は裁かれるべきだったのか？」という問題について、我々４人は各々に考えを
述べた。国のトップが責任を負うべきではないか。人々の心のよりどころを裁くべきか否か。復興のた
めには処罰は必要だったのではないか。ここで、原口先生は、大日本帝国憲法における天皇機関説 につ
いて解説して下さり、天皇の戦争責任について不作為犯が成立する可能性も指摘された。つまり、天皇
は戦争を止めることができた立場である故に、それを止めなかったという意味で不作為犯ではないか、
という考え方である。戸谷先生は、直接的な天皇の戦争責任論はもちろんのこと、この間接的な不作為
責任論を採用したとしても、天皇の戦争犯罪が成り立ちうるのが、東京裁判のネックだと指摘された。
判決文のなかに「天皇」の文言はほとんどないが、そこには天皇の戦争責任をめぐる政治背景が考慮さ
れているのではないかと考えることができる。この論点について知っておくべきことは、まず天皇の権
力は固定したものではなく流動的なものであることを認識し、法律的・制度的な（抽象化された）天皇
「一般」の権力ではなく、個別具体的で実質的な天皇「個人」の権力をみて理解することの大切さであ
る。その点がわかっていなければ、天皇の個人責任を問うこともできないからである。 
 

４ セミナー全体を通して 

 
 戸谷先生のセミナーを通して、自分自身の意見を述べ、議論する大切さを改めて感じることができた。
自らの意見を述べることで、自分の考えがより明確にまとめられるだけでなく、なぜそう考えるのか、
何がその考えに至らせるのかなど、自身の考え方の基盤や背景まで整理することができるからである。 
また、それぞれの論点に必ずしも 1 つの正解はなく、常に客観的に物事を捉え、相手の考え方を理解

する柔軟さも必要だと感じた。特に戦争の問題については、日本からの視点だけでなく、諸外国からの
視点も忘れてはならないといえる。 
 ディスカッションの内容は、法学の領域を超えた広く深い歴史的内容も多く、難しく感じたが非常に
有意義な時間となった。戸谷先生、お忙しい中ありがとうございました。 
 

海老原 楓（法学部２年） 
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Ⅱ ハワイ研修を終えて 
 

ハワイの見方 

 
石井 玲於 LEO ISHII（法学部２年） 

 

 これまで私は、ハワイといえば観光地と独特の歴史を持つ州であるという印象しかなかった。しかし

今回の研修で、旅行するときとは違った観点からハワイについて考えることができた。 

キングカメハメハ 5 世法制史センターでは、ハワイ独自の伝統から西洋化していった過程を理解し、

ハワイ日本文化センターでは、日系人の歴史に触れて、日本を去って異国の地で生活していくことを決

意した当時の移民達の努力とその子孫である日系人が体験した当時の苦悩を学ぶことができた。それと

同時に、ハワイにおける日本文化の定着の理由もわかるようになった。最終日にホテルから空港までの

道の途中でハワイ太宰府天満宮をみて、そのことを強く実感した。さらに真珠湾に関して、私は日本史

の授業で習ったのみであり、真珠湾は真珠湾攻撃の現場という知識を持つにすぎなかった。だが実際に

訪問してみると、真珠湾攻撃の方法から戦争の悲惨さを表す写真まで展示されており、その凄惨さをよ

り具体的に理解することができた。 

ハワイ州が現在抱えている法的な問題は、ただ旅行しているだけでは学ぶことはできない。ハワイ大

学ロースクールのレヴィン教授のセミナーに参加し、同性婚問題について議論を行った。そして、日本

の同性婚が認められるようになるのは、かなり先のことになるだろうと考えた。また、今回のハワイ研

修で特に興味深かったのは、ハワイ州最高裁判所を訪問した際に、マッケナ裁判官からハワイ州の保釈

金制度を変えるべきであると指摘されたときである。本来、保釈金は、ある程度払えるべき金額を設定

し、払う人が必ず裁判に出廷するようにするための制度である。しかし現在は、到底払えないような金

額を設定し裁判を行うため今すぐでも変えるべきであると説明された。確かに、保釈金制度が最初から

被疑者側に不利に働いては、保釈金制度の目的から逸脱するものであると考えた。 

私は今回のハワイ研修を通じて、ハワイは、その独自の文化や風習、法律が影響して、アメリカ合衆

国のなかでもかなり特異な場所であるということに気づいた。また、最近のハワイの人種構成で最も多

いのはアジア系であることに関しても、日系人の歴史を学ぶことにより納得することができた。さらに、

アメリカは移民に寛容であると考えられているが、私は本当の意味で移民に寛容的であるのは、その歴

史や社会からみて、ハワイ州ではないかと考えるようになった。 

ハワイ大学のレヴィン教授は、性的少数者を表す言葉として、LGBT という語ではなく、自分がどの性

であるかの認識を示す言葉として SOGIESC(ソギエスク)という語を使う方が差別的でないと説明された。

私は何であろうと差別することは反対であるため、私もこれから LGBT ではなく SOGIESCを使っていこう

と考えた。同時に、これから SOGIESC という言葉と認識が世界中に広がって、LBGT に変わる言葉になっ

ていけばよいと思った。 

 最後に今回のハワイ研修プログラムに関係した皆さんにこの場を借りてお礼申し上げます。本当にあ

りがとうございました。 
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可能性を感じた五日間 

 
海老原 楓（法学部２年） 

 
 今回の海外研修は私にとって初めての海外渡航であった。以前から海外に対する興味はあったものの、
なかなか渡航する機会がなかった私は、数日前から高揚感と不安とで浮足立っていた。 
ホノルル空港に到着し、まずは入国審査を行った。無事に入国できるか不安であったが、審査官が気さ
くな方だったため英語での会話を楽しむことができた。その後、空港からホテルに向かいチェックイン
を行った。その時も英語での会話であったが相手の気さくな対応で不安よりも楽しさが勝った。 
  
現地での一日目には真珠湾に向かった。真珠湾には戦争で損失した戦艦の墓がいくつもあった。私に

とって墓は生き物に対して建てるものであるという感覚があったため意外に感じた。 
我々はアリゾナ記念館を訪ねる予定であったが、すでに渡航チケットが完売していたため入ることが

できなかった。真珠湾太平洋航空博物館を訪れると、そこには無数の軍機が並んでいた。館内の説明で
は、アメリカが日本を批判的にとらえるものばかりだと思っていたが、中立的で、時には日本軍を称賛
する点もあった。 
 
 現地二日目は、ハワイ州最高裁判所と日本人文化センターを訪れた。 
ハワイ州最高裁判所の展示法廷には現地の小学生が来ており、模擬裁判を行っていた。日本ではあま

り裁判は身近なものでなく、市民の関心も薄い。それに対しアメリカでは裁判が市民にとって身近なの
は、幼い頃から法に触れ、考える機会が多いからではないかと感じた。 
最高裁判所裁判官のマッケナ氏が我々を温かく迎えいれて下さった。彼女に我々が質問する形式で対話
をすることができた。  
ハワイ州は比較的リベラルで、日本よりも先進的に感じていたし、実際にお話を聞いてもそう感じる

ことが多かった。しかし先住民の思想と現代の思想の対立や保釈制度等、日本とは違った点でまだまだ
問題点もあることがあることもわかった。 
私はマッケナ氏にお会いし、女性の法律家がこれほど活躍していることに感銘を受けた。 
後日、マッケナ氏にメールでお礼を告げたところ、“Stay strong; Japan needs good women leaders. Don’

t be afraid to speak up!”と仰っていただき、自分にはまだまだ可能性が広がっているのだと強く感じるこ
とができた。 
日本人文化センターでは、日系人の歴史について学んだ。Okagesama de gallery の入り口には、アメリ

カ人の国籍を与えられた日系２世の方々が大切に思う言葉が掲げられていた。「孝行」や「頑張り」とい
う言葉からは日本人らしさを感じた。ギャラリーではハワイに移住した日本人が過酷な労働に耐え抜い
たこと、また、戦時中の日系人としての葛藤がよくわかった。日系人の方々の活躍は著しく、日系人の
ダニエル・K・イノウエさんは、連邦議会上院議員として長年にわたり活躍するほどであった。最近では、
ホノルル国際空港という名称が、ダニエル・K・イノウエ国際空港へと改名されている。 
３日目は、ハワイ大学で２つのセミナーに参加した。最初にマーク・A・レヴィン教授のもとで、同性
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婚問題について学んだ。私は今回、最もこのセミナーに関心があった。なぜなら、以前 LGBT の方へイ
ンタビューを行ったことがあったからである。我々はレヴィン教授から SOGIESC という新しい考え方
を習った。その考え方は LGBT よりも進んだ考え方であった。私は、ハワイ州がアメリカの中では、同
性婚について先進的だと感じていたが、マサチューセッツ州やカリフォルニア州などの西海岸側がさら
に先進的だと初めて知った。日本は国民全体の同性婚に対する意識が低く、同性カップルも生活しにく
い。社会全体が変わる必要があると感じた。その後は、スペンサー・キムラさんに法科大学院の図書館
を案内していただき、その時には、ハワイ大学で学びたいという気持ちが芽生えていた。 
昼食を挟み二つ目の戸谷先生のセミナーに参加した。このセミナーでは、東京裁判や真珠湾攻撃を中

心にディスカッションを行った。詳しい内容は私が担当したページに記載しているためここでは省略す
るが、そう昔ではない戦争問題について改めて深く考えることができた。 

 
今回のハワイ研修を通して、あらゆる点で刺激を受けた。一点目として、英語圏の文化への興味・関

心がより強くなったことが挙げられる。日本とは異なる点が多いハワイの生活であるが、私はこのよう
な環境に強く惹かれた。時間がゆったり流れるように感じ、現地の人の気さくな対応、広大な自然が実
に魅力的に感じた。帰国する時にしか天気が晴れず、終始肌寒く感じた点が悔やまれる唯一の点である。
次回ハワイを訪問する際は、晴天のなかのワイキキビーチを見たいと思う。また、日本人がハワイに親
しみを持てているのは日系人の方々の「おかげ」であることを痛感した。二点目としては、語学力につ
いてである。まだまだ自身の英語力では足りないと感じた。しかし、ジェスチャーや、伝えたいという
意思でもカバーできることもわかったため、英語力の向上に向けて意欲が増した。三点目は、海外の法
学への学習意欲である。法学部生として今まで法に触れてきたが、国内の法が中心であった。ハワイに
限らず、国外の法や制度には優れた点がいくつも存在する。今までと違った視点を持つためにも、海外
の法学を学びたいと思う。私にはまだまだ時間が残されている。自身がさらに成長することができる可
能性を感じることができた研修となった。 
最後になるが、引率してくださった田口先生・原口先生、日本からサポートして下さった武藤先生、

法学部庶務課の方々、その他関係者の方々に心から感謝の意を述べたい。誠にありがとうございました。 
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経験を力に 

浜田 恵利（法学部２年） 
 

 私が今回の研修に応募した理由は、戦争について元々興味を持っていたからである。実際に戦争を体
験されたことのある方々が亡くなられており、話し手が減ってきている現状がある。戦争を風化させな
いように戦争について詳しく調べ、二度と戦争を引き起こさないようするための一歩を踏み出したいと
考えたのがきっかけである。加えて、私は一度も海外に行ったことが無かったので新しいことに挑戦し、
狭い視野を広くしたいと思ったことも理由の一つである。出発前は英語があまり話せない状態での海外
への渡航に対して不安が募っていたが、いざハワイに到着してみると不安はほぼなくなっており、日本
とは異なる街並み等に心を躍らせていた。 
 一日目に訪れたアリゾナ記念館は私の興味があった場所であった。この施設内に第二次世界大戦で使
われていた米軍の戦艦の名前、特徴が一つ一つ刻まれた石碑のようなものが建てられており、敬意が評
されているのがひしひしと伝わってきた。また、自分の戦争への意識の甘さも痛感した。アリゾナ記念
館に訪れるまでは、日本の真珠湾への奇襲により戦争が始まったが、アメリカ合衆国はその後日本に原
爆を落とし甚大な被害を出したので、日本も悪いがアメリカのほうが悪いのではないか、と思っていた。
しかし、この認識は間違っていた。真珠湾攻撃のアメリカに住んでいた人々への被害、日系人に与えた
影響についてもっと深く考えるべきであった。たくさんの人が日本と同様に亡くなったのである。日本
は基本的に被害者意識が強く、加害者意識が足りていないと実感した。また、自分の目で見て、戦争の
悲惨さを感じ、二度と戦争を引き起こさないために自分のできる行動を一歩一歩進めていこうと改めて
決心した。 
 二日目では、午前中にマッケナ裁判官にお会いするためにハワイ州最高裁判所を訪れた。この訪問が
特に印象深いものとなった。日本とアメリカの制度の違いやハワイ州法の特徴、マッケナ裁判官の今ま
での経験をもとにした貴重なお話をたくさん聞かせていただいた。アメリカは法曹一元制をとり、日本
はキャリアシステムをとっているが、マッケナ裁判官は成績が良い人が必ずしも良い法律家になるわけ
ではなく、人間性や経験が大事であると仰った。私は、成績を重視する日本の制度の見直しが必要では
ないかと感じた。高校生の頃まで法曹を目指していた私にはとても勉強になる話であった。 
 続いて裁判所内にあるキングカメハメハ 5 世司法歴史センターに訪れた。この博物館ではハワイの裁
判の歴史を詳しく知ることができた。初めの頃の裁判は権力者による話し合いや、日本の盟神探湯と似
たような水に手を入れて有罪か無罪か判断するということが行われていた。ハワイは西洋の立憲制度と
裁判制度を導入して近代化を遂げていったことなど、法の成り立ちを知ることにより、ハワイ法を深く
理解することができた。 
 二日目の午後はハワイ日本文化センターを訪れた。ここでは日系人たちの歴史を詳しく学んだ。サト
ウキビのプランテーションにより、日本人がハワイに移民として多く訪れ、そこで子供を産み日系人が
誕生した。今もなおハワイには多くの日系人が存在する。日系人は太平洋戦争のとき、収容所に入れら
れるなど、差別を受け権利を次々とはく奪されていった。日系人は、自分は誠実なアメリカ市民である
から、それを証明するために国に忠誠を誓うために軍に入り日本軍と戦いを繰り広げた。その活躍によ
り今の日系人の地位が築かれたのである。真珠湾攻撃が日系人に与えた影響の大きさを実感した。  



 19 / 21 
 

 三日目はハワイ大学を訪れ、午前にハワイ大学ロースクールの法学セミナー(Mark A. Levin教授)を受
講した。このセミナーでは、同性婚は認めるべきものであるが、認めることにより引き起こされる問題
もあることを知った。全米では同性婚が合法化されたが、しかし、宗教上の問題等から未だなお憎悪と
差別が存在し、同性カップルが差別視される現状がある。したがって、合法化した後は、同性カップル
が暮らしやすい環境を作るために様々な政策を行っていく必要があることが分かった。今まで婚姻制度
は存在するのが当然で、何の問題もないと考えていたが、このセミナーを通して、婚姻という制度自体
が、男女不平等や同性愛者の差別など、様々な問題を抱えていると分かった。婚姻制度の改善について
考えていくことがこれからの課題であると考える。 
 三日目の午後に戸谷教授のセミナーを受講した。真珠湾攻撃の経緯、東京裁判、天皇の戦争責任など
を議論した。私はこれまで、何年にこの事件が起きた、という程度の上辺の知識はあるが、歴史的経緯
については知らなかった。しかし、このセミナーを通して、それでは全然意味がなく、物事には順序と
理由があり、それらを理解して初めて意味がある、ということが分かった。確かに、普段の法律の勉強
でも、例えば、憲法 9 条、戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認という単語だけを知っていても、その歴
史的経緯を知らなければ「日本では理由は分からないけど戦争が禁止されていて、戦力の放棄が規定さ
れている」という考え止まりになり、真に平和主義の意味を理解したとはいえない。何事にでも当ては
まるが、これから勉強する時、特に法律に関しては、その法律が制定される経緯にも重点を置いて勉強
していこうと思う。 
 今回の研修では、戦争について、日本側から見た側面だけではなく、アメリカ合衆国側からの視点で
も考えることができた。しかし、日本は、太平洋戦争だけではなく、他にも沢山の戦争を行ってきた。
今回の研修で得た知見は、ほんの一部に過ぎない。したがって、それぞれの戦争の経緯、与えた被害、
相手国視点からみた戦争はどのようなものだったのか等、戦争への理解を深め、戦争を風化させず、二
度と戦争を起こさないようにするための行動を続けていきたいと強く思った。 
 最後に、今回の海外体験学習プログラムでセミナーを行ってくださった Levin 教授、 Kimura 主任、
戸谷先生、事前準備から大変お世話になった大学職員の皆様、法学部庶務課の皆様、武藤先生、原口先
生、田口先生、研修メンバーにこの場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 
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ハワイ研修を経て 

 
望月 雄斗（法学部１年） 

 今回のハワイ研修を経て、私は大別して 3 点学んだことがある。 
 
 1 点目は、自身のもつ知識の偏狭さである。特にこれを痛感したのは、研修 3 日目の戸谷教授による
セミナーである。戸谷先生が詳しく解説してくださったために一定の理解は出来たが、知識の面で完全
に置いて行かれていた。「第二次世界大戦は、日本が真珠湾を奇襲したことで開戦した。」これが、多く
の日本人の認識であり、私もここで思考を停止してしまっていた。戦争責任について論じるのであれば、
真珠湾奇襲の準備段階で日本が侵攻した国々にも目を向けなくてはならないこと。東京裁判において天
皇が処罰されなかった理由を「日本の復興を助けるため」で終わらせずに、裁くとしたらどのような法
が適用されるのかまで考えること。すなわち、テキストに記載されている文章からさらに深く掘り進め
て考えていく大切さと必要性を感じた。 
 また、同方向の意見であっても、言語化すると詳細な部分での根拠が異なることも多々感じられた。
自身の意見を論理的に構築することは勿論、他者の意見の本質がどこにあるのか、それを見極めて理解
する力も同時に養っていきたいと思う。 
 
 2 点目は、語学力の低さである。幾ら日本での授業で語学の試験問題を解答できたとしても、海外で
その言語を使用できるわけではないことを痛感した。何か質問したいときにどうしても一拍遅れてしま
う。せっかくハワイ大学の学生が話しかけてくれたにもかかわらず、満足に会話が成立させられなかっ
たことは、大きな心残りとなった。英語も言語であるから、当然、身振り手振りを交えれば拙い文章で
も伝えることはできる。しかし、それでは物足りなく思う私自身がいたことに、正直なところ驚いてい
る。この熱を冷ますことなく、鍛練していきたい。 
  
 3 点目は、準備の未熟さである。今回の訪問で数多くの地を訪問し、その先々で多くのことを学ぶこ
とができ、非常に満足している。それと同時に「事前にもっとこの分野の学習をしておけば更に多くの
ことを学べたのではないか」と悔いが残っている。確かに、訪問先で多くのことを学ぶことが一番大切
である。しかし、この訪問を活かしきるための事前の努力が不足していたと感じる場面が多々あった。
このような有意義な経験は人生に何度も起こるわけではない。ある程度の準備で満足していると、最終
的に後悔が残ってしまうことを学んだ。 
 
 研修全体として、私にとっては悔いの多いものとなった。この悔いを今後の生活に活かす所存である。 
最後に、本研修を企画・準備してくださった法学部庶務課の職員様、武藤先生、原口先生、田口先生

をはじめ、関係者の皆様、また、ともに研修を行ったメンバーに御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。 
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おわりに 

 
 法学部の主催する海外体験学習プログラムでは、これまで様々な国を研修地として選定してきました。
そのなかでも、ホノルルにおけるプログラムは、2012 年度に初めて実施されて以来、今回で 4度目とな
り、研修地としてすっかり定着してまいりました。ホノルルが研修地として優れている点としては、東
京から比較的近く、治安面も問題が少ない点などもありますが、何よりもホノルルで学生たちが受ける
ことのできる研修内容の充実と質の高さにあります。 
 本年度の研修でも、まず、ハワイ州最高裁判所の Sabrina S. McKenna 裁判官に貴重な時間を割いてい
ただき、判事執務室にてお会いする機会を得ました。McKenna 裁判官には、学生たちの素朴な質問にも
一つ一つ丁寧に、しかも具体的にお答えいただきました。学生の提出された報告書からも、日米司法制
度における裁判官の立ち位置の相違を肌で感じ取った様子が見て取れます。本学の学生に対し、書籍や
教室では学ぶことのできない、またとない体験学習の機会を与えてくださいました McKenna裁判官に改
めて謝意を表したいと思います。 
 また、ハワイ大学では、ロースクールの Mark. A. Levin教授及び Spencer Kimura 主任、並びに歴史学
部の戸谷由麻教授から、それぞれ法学と歴史学に関する特別のセミナーを受けることができました。き
わめて多忙なスケジュールの合間を縫って本学学生のためにセミナーを開催していただいた先生方のご
厚意に感謝申し上げたいと思います。 
 法学のセミナーでは同性婚が、歴史学のセミナーでは東京裁判などがテーマとなりました。私自身、
長年にわたり国際法と国際人権法を教えるなかで、同性婚や日本の戦争責任については講義でも取り上
げてきましたが、その重要性にもかかわらず十分な時間を割くことができなかったテーマです。学生は、
テーマそのものに興味を持ったことはもとより、課題に対する各先生方のアプローチの仕方にも関心を
持ったようです。異なった視点や考え方の手法を学ぶことも海外体験学習の重要な要素であることが、
今回の研修でも実証されたように思います。 
 さらに、毎回プログラムに組み込んでいるハワイ日本文化センターを、今回も訪問することができま
した。本学の学生に限らず、現在日本の若者にとって、ハワイへの移民を含む日系移民や日本政府の移
民政策の歴史全体が、なじみの薄いものだと思われます。当該センターでは、ハワイにおける日系の人々
が当事者として語る歴史に触れることで、学生は大きな刺激を受けたようです。非日系の人々に対する
ヘイトスピーチが問題となることの多い日本を離れ、逆に日系人が異国の地で苦労した歴史を学ぶこと
は、現代の若者にとって大きな意味を持っているといえます。末筆ながら、今回も訪問のアレンジをし
ていただいた、Derrick Iwata 氏に謝意を表したいと思います。 
 次回の海外体験学習プログラムはドイツ・ミュンヘンでの実施を予定していますが、ホノルルでの研
修は、今後も引き続きプログラムに組み入れていけるよう願っています。 
 

                     法学部国際交流委員会 委員長 武藤達夫 
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