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Guest Lecture 
 

■Guest Lectureとは…？ 

 “Guest Lecture”とは、実際にケンブリッジやオックスフォードで法学の講師をされている著名な専門家の方々から直接講義

を聞くことができるというもので、イギリス及びヨーロッパの法制度についてそれぞれの専門分野ごとに、日本ではまず受けるこ

とのできない、法学研修の参加者のみに許された極めて密度の高い内容に触れることができます。講義の前に必ず内容につ

いて書かれた紙とテーマについての資料が渡され、それに基づいて講義が進められます。この講義は参加型形式となってお

り、学生はいつでも疑問に思った点や分からない点について講師の方に尋ね、講義内容についての詳しい理解を深めること

ができます。 

□今年度の Guest Lecture で扱われたトピック 

Dr. Jens Scherpe 

Family law, matrimonial property 

and the importance of gender in law 

Dr. Matt Dyson 

Forms of laws, comparative criminal 

and tort law and product liability 

Dr. Paul Davies 

Introduction to trust law, freedom of 

contract and unjust enrichment 

 

■Guest Lectureを受けると…？ 

Guest Lecture では、語学力、特にリスニング力の向上に役立つことはもちろんのことですが、現代の欧州の法律における

重要論点の数々、それを読み解くために必要な膨大な予備知識についてより深く正確に学ぶことができ、それを通して既存

の知識からの応用による法的問題の解決を考える力や、法的思考力、さらにはこれからの法律のあるべき姿についての考え

に磨きをかけることができます。これらを身に着けておくことは将来において大きなアドバンテージが得られることになるでしょ

う。正直なところ、学ぶ内容の濃さとしては日本の大学の一般的な講義よりもかなり上であるように感じられますし、身につけら

れるものもそれだけ多いと思います。 

■英語力が不安でも… 

Guest Lecture を受ける上で、内容を理解できるかどうか、あるいは英語力に不安がある場合でも心配は不要です。講義内

容についての資料と解説が配られるため、それを参考にすることができますし、不明な点があった場合には講師にその都度

尋ねることができます。また、Guest Lecture の翌日の Law 

Seminar において前日の講義内容を必ず復習をしますの

で、理解できなかった点を確実に潰していくことができます。

また、友人と助け合って分からないところを補い合うこともも

ちろん可能です。決して楽な授業ではありませんが、進め

ていくうちにコツが分かってきますし、苦労する分理解した

時に得るものは多いはずです。真剣に向き合えば、必ず充

実した時間と確かな成果を手に入れられます。 

M.O  
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■Guest Lectureを受けた感想 

 

Guest Lecture では、普段とは別の講師の方が特別講義をしてくれます。ケンブリッジ法学研修中では日本の大学の法律

科目の講義のスタイルに一番近いものですが、とても難しく感じられました。私が Guest Lecture の中で印象に残ったのは、比

較法と家族法の講義です。Guest Lecture の中で一番最初に扱われたトピックが比較法で、その時の講師の方が、私達に事

あるごとに「日本ではどうなんだ？」と聞いてくるのが印象的でした。私は比較法を日本で勉強したことがないので、特に難しく

感じましたが、英国法と大陸法の違いはもちろん、同じ大陸法でも、フランス・ドイツと日本が異なるところを多々理解できまし

た。また、家族法の講義の中で、ヨーロッパの結婚離婚の財産分与や同性婚についての講義が行われた時は、結婚の制度

自体が日本人の認識と違うとこもあって、国と国との違いを知ることができ、とても面白く、印象に残っています。 

 この 2 つのトピックに関する講義を、日本の視点ではなくイギリス視点で聞けたことは、何よりケンブリッジに来た意味を実

感しました。講師の話はとてつもなくスピードが速く、正直その場では内容をほとんど理解することができませんでした。自分の

英語力にも自信がなかったため、最初はつらいものがありました。しかし友達、PA が分からなかった所を教えてくれ、次の日

の Law seminar での Jessica の詳しい説明のおかげで、なんとか毎日頑張ることができました。そうしてなんとか講義を聞いて

いくうちに、速くて内容の難しい英語でも少しずつ何を言っているのかわかるようになりました。予習復習にとても時間を必要と

し、大変でしたが、Jessica の Law seminar とセットでこの研修で一番ためになる授業だったと、研修から帰ってきた今では感

じます。                                                                     S.A 

In addition to the ‘Introduction to English Legal System’ course and the language course, all students 

participated in a series of guest lectures. In this article, I will discuss what we did in these lectures. 

The guest lectures were the hardest classes for us. However, they were also the most interesting because students 

can feel like they have become a real Cambridge student during these classes.  

This year, we were given 10 guest lectures by three different professors. All topics of the guest lectures, such as 

comparative law, trust law and family law, were very new to me. Actually, it was quite difficult to study unfamiliar 

area in English, but it was very exciting at the same time. Among all those classes, I liked the family law lecture by 

Dr.Scherpe the best. Since family law differs in every country, first we analysed the differences and found the 

disadvantages in each. I felt some of them were not good law. However, what I was impressed by was his 

statement that each law has to be respected because those different laws were made through the culture of each 

country. The other professors similarly helped me to discover new things and obtain new ways of thinking.  

However, the guest lectures were a real challenge. The lecturers speak so fast that, to be honest, I lost confidence 

in my English ability during the first week. Even though I prepared for the lecture by reading the outlines written 

by the professor, it was quite difficult for us to acquire all the information discussed during these interesting 

classes.  Fortunately, those professors were very kind in answering questions for us. They gave us a time to ask 

questions both in class and after class. Moreover, they told us that we could tell them to speak more slowly when 

we felt it was too fast. 

  Overall, it was a special experience to be able to attend the guest lectures by those wonderful professors. 

S.E 
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