
前付01_KPPZHA責桐.mcd  Page 1 18/06/12 14:05  v6.10

はじめに

―この本を読むあなたに―

「大学って高校までとはどこがちがうの？」「専門知識を身につけ

るって、どうやったらいいんだろう？」・・・そんな気持ちを抱いたこと

はありませんか。この本は、千葉大学法政経学部で学生と向きあいな

がら研究と教育を実践している著者による、自分の〈学び方〉を見つ

けるための本です。タイトルにある「カフェパウゼ」とは、ドイツ語

の Kaffeepause―つまりコーヒーブレイクという意味の言葉で

す。私が大学時代から使っているハンドルネーム（インターネット上の

ニックネーム）の語源でもあり、また、この本のモチーフでもあります。

「自分の学び方を見つける」と聞くと、堅苦しく感じるかもしれませ

ん。しかし、お茶をしながら気楽に、かつ真剣に考えてみるのはどう

でしょうか。この本では私が日頃実践していること、あるいは学生時

代に実践してきたことを再現しています。それは、研究室でコーヒー

や紅茶を飲みながら、学問上の悩みについても、生活上の困りごとに

ついても、共有しながら対話をしていくということです。読者の皆さ

んは、登場人物の疑問に共感したり、ツッコミをいれたりしながら、

自分の〈学び方〉を見つけるためのステップを歩んでみてください。

はじめに i
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本書の構成とおすすめの読み方

本書は、明日香さんと進吾くんが大学 1年生からの 4年間に抱えた

悩みを、後輩のかすみさんと一緒にぱうぜセンセの研究室で相談する

【対話】と、その内容について解説する【本文】が、ひとつのテーマに

ついて交互に繰り返されて展開していきます。そして、項目ごとに【ま

とめ】や【column（コラム）】【work（ワーク）】を用意しています。あ

なたの状況に応じて、いくつかおすすめの読み方をご紹介します。

❶はじめて読む方へ―〈鳥の目〉読みのススメ

最初から読み始めると、【本文】はちょっと難しいかもしれません。

各パート冒頭のイラストや【対話】部分が要約になっていますので、

【まとめ】とあわせて先に読んでしまってかまいません。まずは全体を

つかむということです。この考え方を第Ⅲ部（3年生編） では、〈鳥の

目〉として紹介しています。この本で、まずは〈鳥の目〉読みを試し

てみてください。

❷法学以外を専門とするあなたへ―〈置き換え〉読みのススメ

法学コース専攻の進吾くんの悩みや、法学学習について扱う第Ⅲ部

（3 年生編）はよく理解できないかもしれません。その場合は、飛ばし

ながら〈鳥の目〉読みをしてくださってかまいません。ただ、この本

は、法学以外の科目を専攻されている方々にも役に立つように書いた

つもりです。ブログ版（「タイムリープカフェ∼法学を学ぶあなたに」）で

は、法学以外を専門とする大学教員の皆さんから「この悩みはうちの

分野にもあてはまる」という感想をもらった箇所が多くあります。そ

こで、「自分の分野でもこういうことってあるのかな？」と適宜置き換

えたりしながら読んでみてください。

❸法学を学ぶあなたへ

―〈鳥の目〉読みと〈虫の目〉読みを組み合わせよう

まず〈鳥の目〉読みをして、あなたの経験でも「あるある」と思っ

た事柄があれば、その〈内なる声〉（第Ⅰ部（1年生編） ）をノートに

本書の構成とおすすめの読み方 vii
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書き出してみましょう。そして【本文】も含めてもう一度、はじめか

ら各項目の細かい内容までじっくりと読んでいく〈虫の目〉読み（第

Ⅲ部（3年生編） ）をしてみてください。

第Ⅲ部（3年生編）は、多くの法学学習者の皆さんからの質問に、「法

学を学び始めて 10 年たった人」、つまり私が自分の言葉で答えようと

したものです。私自身がつまずいた事柄もたくさんあります。「先生の

アドバイス」というよりも、「10 年先の未来の自分から届いたメッセー

ジ」だと思って、読んでいただければ嬉しいです。

また、政治学・政策学コース専攻の明日香さんの疑問や、第Ⅳ部（卒

論編）は、法学学習者の皆さんにはなじみのないものかもしれません。

しかし、実際に社会で法学を活かしていくためには、政策との関わり

は重要であり、学術論文の執筆方法を知っておくことは重要です。第

Ⅴ部（進路編）では、法と政策との関わりや、社会の中で法学の知見を

活かしていくためのヒントを書きましたので、ぜひ感想を聞かせてく

ださい。

❹時間をとってやってみる

―【work】をきっかけにした実践のススメ

一度〈鳥の目〉読みをしていただいた後は、各自の悩みや課題に応

じて、ぜひ本書の内容を実践してみてください。情報を受け取ること

（インプット）だけでなく、自分の考えを表現してみること（アウトプッ

ト）の重要性は、本文でも何度も出てきます。とっかかりになるよう、

いくつかの【work】をご用意しています。

また、やってみて「楽しい！」と感じていただけたようでしたら、

ぜひ、ご友人に紹介してください。「誰かに何かを薦める」ということ

も、立派なアウトプットです。

本書の構成とおすすめの読み方viii
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（1) いきなり書き出すのは難しい

かすみ ｢ぱうぜセンセ、私、テーマが与えられた論証型レポート課

題が出たのでやってみたんですけど・・・本も記事もたくさん

あるし、どうしていいのかわからなくなっちゃいました｣

明日香 ｢かすみちゃん、調べ物はバッチリなんだな、すごいね！ で

も、確かにこの量の本は読めないね・・・｣

かすみ ｢先輩たちはどうやってレポートを書いていたんですか？｣

進吾 ｢え、うーん・・・なんとなく？ パソコンで、〆切に追われて

うわーっと｣

第Ⅱ部 レポートをちゃんと書いてみよう 2年生編66

さっそくレポート課題に取りかかってみたかすみさん。でも、

なかなか考えがまとまらない。どうやって長い文章を書けば

いいんだろう？

書くための 3 つのステップ

〈発想・整想・成果物〉
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かすみ ｢えぇえ・・・私、できないです・・・。パソコン苦手だし・・・｣

ぱうぜ ｢おおっと、そんなに落ち込まないで大丈夫だよ。誰にだっ

て、いきなり書き出すのは難しいし、最初っから完成形を作

り出せる人はいないよ｣

明日香 ｢あたしも無理ですね。だから、まずは本を読んで気になる

ところ、使うところだけノートに書いたりとか｣

進吾 ｢ああ、俺もいきなりやったように思ったけど、その前に友

達と相談してからやったなあ｣

かすみ ｢なんだ、先輩たちも手順を分解してやってたんですね｣

いざレポートを書こうとすると、パソコンの前で固まってしまう人

が多い。確かに、レポート課題では「Wordを用いて、A4サイズで 5

枚」などと様式指定されているので、最終的にはパソコンを使って作

業をすることになる。しかし、アイデアをまとめたり、本の内容を

チェックしたりなど、考えを練り上げる過程は紙とペンを使った方が

うまくいくこともある。パソコンでの作業に慣れている人であっても、

大事なことだけを書き出して並び替えてみたり、構成を大づかみにす

るために、ふせんと大きめの紙を使うとうまくいくこともある（詳し

いやり方は第Ⅳ部（卒論編）、特に を参照）。

他方、文献リストをまとめるなど、最終的に打ち込まなければなら

ない作業は、早めにパソコンでテキストに起こしておいた方がラクな

こともある。またその際は図書館や書店、出版社のウェブサイト上の

文字をコピーした方が、ひとつひとつ打ち直すよりも効率的かつ正確

にできることもあるだろう。

つまり、様式が決められているからといって最初からそれを気にし

すぎるとなかなか書き出せないので、「様式を気にするのは〈成果物〉

段階になってからでもいい」ということである。書くためにはどうい

うステップを踏めばいいのかを考えてみよう。

書くための 3 つのステップ

〈発想・整想・成果物〉 67
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(3) 論文の「ガイコツ」を作ろう

―アウトラインとは

かすみ ｢読み手のことを考えて順序を決めるんですね・・・。うーん、

できるかなあ・・・｣

明日香 ｢そう言われてみると、去年書いたレポートって、改めて見

てみるとなんだか読みにくいなあ。もしこれを直すんだった

ら、どうしたらいいですか？｣

進吾 ｢確かに、別に難しいことを書いているわけじゃないのに読

みにくいね、これ。どうしてかなあ？｣

ぱうぜ ｢うーん、ガイコツがないねえ。アウトライン、というか・・・｣

進吾 ｢なんすか、それ？｣

ぱうぜ ｢アウトラインとは、文章の骨組み、構造のこと
＊5

だね。そうだ

なあ、明日香さん、このレポートなんだけど、〈入れ子状に

なった箇条書き〉で要約を書いてみて｣

明日香 ｢目次、みたいなものですか｣

ぱうぜ ｢そのとき、論文の構成要素も意識してみよう。〈問い〉と、

〈主張〉と、〈論拠〉だったね。このうち、問いと主張につい

ては『はじめに』に書いてみよう｣

かすみ ｢なんか、型が決まってるんですね｣

ぱうぜ ｢この型の通りにいったん埋めてみてほしい。はじめに・本

体・おわりに・参考文献っていう型を用意しておくからね｣

進吾 ｢そっか、『はじめに』では、『この論文で何の問題に答えるの

か、どうしてそれを考えることにしたのか、どういう手法で

解明するのか』という対象と手法を書いておいて、その掛け

合わせであることを読者にわかりやすくする効果があるのか」

書くための 3 つのステップ

〈発想・整想・成果物〉 71

＊5 骨組みという言葉から、「スケルトン」という表現をすることもある。「ガイコツ」と
いうのはそのニックネーム。私自身、指導教員である交告尚史教授に「まずはガイコツ
を作りなさい」と言われて戸惑った思い出がある。
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〈読み手目線〉で並べるときには、アウトラインを意識して作ってみ

よう。アウトラインとは、文章の骨組みを、入れ子状の箇条書き形式

で書いたものである
＊6

。論文の練習であるレポート課題も、次のような

アウトラインを意識して書いてみると、足りないものに気がつきやす

くなるし、〈読み手目線〉を意識した順序で書けるようになる。

論文のアウトライン

タイトル（仮）：

Ⅰ はじめに【アブストラクト・要約】

・問題設定〈問い〉

・要約：以下の各章ではどんなことを、どんな方法で分

析し、どんな順序で書くのかを簡単に説明する

Ⅱ 問題提起と背景

1．

2．

・・・

Ⅲ 分析 1：

Ⅳ 分析 2：

・・・

Ⅴ まとめ

Ⅵ 参考文献

ある程度調べ物が進んだ段階で、一定程度の〈発想〉ができるよう

になったら、A4 用紙 1枚で最初のアウトラインを書いてみよう。自分

の調べたことや参考文献の一覧を、いったん上述のアウトラインに埋

めてみるだけでいい。もしゼミの報告などであれば、その時点でいっ

第Ⅱ部 レポートをちゃんと書いてみよう 2年生編72

＊6 戸田山和久『新版 論文の教室』（NHK出版・2012 年）78-144 頁に詳細に記載されて
いる。また、「入れ子状になった箇条書き」という説明は、Tak.『アウトライナー実践入
門』（技術評論社・2016 年）12 頁を参照。ここでは、アメリカの高校生向けの文章読本
の例が紹介されている。
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たん教員に見せて相談したり、仲間に話してみるといい。そうすると、

まだ足りない調べ物が見つかったり、解明できていない箇所がわかっ

たりする。

以下に、実際に卒論作成途中にアウトラインを書いた例
＊7

をあげてみ

るので、参考にしてみてほしい。

書くための 3 つのステップ

〈発想・整想・成果物〉 73

＊7 横田ゼミの第 1期（2015 年度）卒業生である佐藤美奈子さんが、卒論執筆当時に（第

Ⅳ部（卒論編） (3)の【第 1の課題】として）作成したものを一部改変のうえ掲載さ

せていただいた。快く応じてくださった佐藤さんに感謝申し上げる。

雇用政策の中の外国人

―
介護分野の外国人雇用

―

論文の問い・目的・方法（はじめに）

介護分野における人材確保とりわけ外国人労働者による人

員増強という手法は適切かつ効果的か。まず現在の課題を明

らかにし、将来起こりうる課題を予想したうえで、解決のた

めに必要な法整備等の施策提言を行う。

目次

1．はじめに

外国人雇用への問題意識、方針の提示、論文の最終目的に

ついて

2．日本の政策上における外国人とは

（1）外国人労働者に関する事件について

（2）組織法上の外国人の取扱い（施策、法律上）

3 ．日本で働く外国人の現状

（1）外国人労働者全体の現状→人数、就労先、待遇

（2）外国人を受け入れるうえでの問題点・課題

4．「労働移民を受け入れる」ことの功罪
―
外国人労働者受
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work…2

ためしに「本を薦める500字の原稿」を書いてみよう

かすみさんの課題はちょっと難しそう・・・。そんなあなたは、まず、

書評をやってみてはどうだろうか。書評というとちょっと大げさだ

ということであれば、「友人に本を薦めるときに添える手紙」をイ

メージしてみてはどうだろうか。どの本を選ぶかで迷うようであれ

ば、ぜひこの本をほかの方に薦める文章を書いてみてほしい。もし

うまく書けたら、書評ブログサービスなどを用いて発信してみよ

う！

下準備：

本のどこを使うのか、ふせんを貼ってみよう

発想：

順番はとりあえず自分好みで、どんどん書きたいこと、抜

き書きしたいことをノートに書き出してみよう

整想：

重要だと思う事柄を選んで、〈読み手目線〉の順番にして

みよう

成果物：

脚注をきちんとつけた文章の形に整えてみよう

書くための 3 つのステップ

〈発想・整想・成果物〉 81
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なのだから頭から素直に読めばすべてわかるようになっている」とは

限らないし、それを期待してはいけない。指定した教科書とは異なる、

独自の工夫をした順序で講義する先生も多い。

（4)〈鳥の目〉と〈虫の目〉のススメ

進吾 ｢なんか、こんがらがってきたぞ・・・。要するに、1回勉強し

ただけじゃダメなのか｣

ぱうぜ ｢まあ、何周か回らないとわからないこともあるから、あま

りこだわりすぎずに先に行こうってことでもあるし｣

明日香 ｢なんかそれを聞いて安心しました｣

ぱうぜ ｢うん、〈薄く広く〉全体を見渡す〈鳥の目〉と、〈深く狭く〉

一歩一歩細かく理解していく〈虫の目〉両方が大事、ってこ

とだね。はじめて歩く街の地図を見るのと同じだよ｣

かすみ ｢最初は駅とかを起点に、地図で全体像を確認してから詳細

の地図を見ると迷わないですよね。街全体を眺めるのと、一

歩一歩歩いていくってことですね｣

ぱうぜ ｢そうそう。どっちか片方ではなくて、交互に使う方がいい

と思うよ。だから、『講義前にその箇所だけ』という〈虫の

目〉学習だけじゃ、なかなか理解できないんだよ」

法学初学者の皆さんは、「何周も回らないとわからないこともある

のだ」ということを前提に、勉強を進めてもらいたい。それは、「わか

らないことにいつまでもこだわってないで先に行こう」ということで

もあり、「3周くらいしなければわからないくらいに奥深いのだから、

安易にわかったつもりにならない」ということでもある。

ある街の地図を作る場面を想像してほしい。最初はどこに誰が住ん

でいるのか、どんなお店があるのかもわからない。そのとき、街を自

転車に乗りながら回ってみて、どのあたりにどんな建物があるのか、

特徴のある交差点はどんな名前なのか等をメモしていく。このような

第Ⅲ部 法学を学ぶあなたに 3年生編132
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俯瞰的な視点が〈鳥の目〉である。

これに対して、ひとつひとつの建物に自分の足で上がっていって、

階段の配置や、部屋ごとの大きさや表札などを見て回るのが〈虫の目〉

である。これは恐ろしく時間がかかるけれども、ひとつひとつの建物

について詳しく考えるためには欠かせない作業だろう。

何周もしなければならないのに、最初からすべての項目を細かいと

ころまでよく観察する〈虫の目〉だけで挑むのは、無謀である。先に

進んでから戻ってこないと見つからない「隠し通路」もたくさんある
＊13

のだから、怪しそうなところをメモしておいて、次の階に進む勇気も

必要である。

他方、全体のつながりを意識して、項目の重要そうなところだけを

つまみ食いしていく〈鳥の目〉は、学習のスピードはとても早いかも

しれないけれども、それだけで理解したとは言えない。「あの建物とこ

の建物、つながっているみたいだ」というところまではわかる。しか

し、どのようにつながっているのかは、実際に歩いてみないとわから

ないだろう。ここでは〈鳥の目〉と〈虫の目〉を交互に使うことを勧

めたい。講義だけでなく、自学の時間も使ってやってみよう。

まとめ

● 最初から全部わかるわけではない、と割り切ろう

● 自学の時間できちんと条文や教科書を読んで、自分な

りに整理しよう

● 〈鳥の目〉での概観と、〈虫の目〉で一歩ずつ身につけ

る学び方を両方やってみよう

インプットの心がけ

―〈鳥の目〉と〈虫の目〉を使い分ける 133

＊13 (2)で説明した通り、実体法のうち理解が難しい項目は、手続法をある程度やるとわ
かるようになることが多い。また、ある程度学習が深まってくると、今度は科目間の「リ
ンク」を探すことがとても楽しくなる。後者については第Ⅴ部（進路編） を参照。
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column…5

教科書とのつきあい方―体系書とテキストの違い

法学学習が進めば進むほど、頭の痛い問題が教科書代の高さ。そ

のくせ、教員は指定教科書とは離れて講義することもある。どうし

てそんなことになるのか、なぜ教科書指定をするのか、教員側の視

点も交えながら説明しよう。

まず、教科書指定される書籍には、体系書とテキストという、大き

く異なるふたつのコンセプトがあることを確認しよう

＊10

。体系書とは、

ある分野における基本原理や基礎理念を体系として整理し、それを

余すところなく書き尽くし、新たに生じる問題についての考え方を

学界や裁判所などに提示する役割を担っている
＊11

。ものによってはと

ても分厚くてまるで辞書のようだし、3〜4冊に分かれていることも

珍しくない。単著であることが多く、言うなればその先生の理論体

系を世に問うための本と言える。体系書は 3周目以降の〈虫の目〉学

習のための本であり、初学者にはまったくおすすめできない。しか

し、皆さんが今後プロとして法学を使うときには「こんな論点にも

考え方が示されているのか！」と驚かされることもあり、とても心

強い書籍である。体系書はまさに「学問の到達点」をその分野すべて

について示さなければならないという点でとても「重い」書である。

広範な分野について研究をし続けたからこそ執筆できるものであり、

教育のためというよりは研究のための書籍かもしれない。

これに対して、テキストとは、学習のために用いられることを強

く意識し、そのための工夫がしてある本である。すでに何冊にも分

かれるような体系書を著した著者が「一冊本」としてテキストを作

第Ⅲ部 法学を学ぶあなたに 3年生編190

＊10 ほかにも「基本書」、「概説書」、「学習書」という呼び方もあるけれども、何をもって
「基本」や「概説」というのかは難しい問題なので、ここではふたつの方向として整理し
たい。

＊11 参照、伊藤眞「体系書今昔（民事訴訟法）」同『千曲川の岸辺―伊藤眞随想録』（有斐
閣・2014 年）88-92 頁、同「体系書執筆者の三憂一歓―『会社更生法』を公刊して―」同
書 93-100 頁。多くの体系書を執筆している著者の回顧録である。
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り直すこともあるし、3、4人の著者による共著もある。また、入門書

もあれば、司法試験合格を目標にする本もあり、レベルも様々。学部

講義での指定教科書のほとんどはこちらのタイプであろう。

最近の学生はなかなか本を買ってくれないというのは教員・出版

社共通の悩みとなっている。重くて値段も高い体系書を教科書指定

することは減ってきており、近年新たに発売されるテキストは薄く

なる傾向にある。もっとも法改正や判例の充実に対応するために、

どうしても改訂のたびに分厚くなる傾向はあって、それを避けるた

めに一部資料をオンライン公開するテキストも現れた

＊12

。

それでは、教員側はどういう考えで教科書を指定するのだろう

か？ 実はこのことは、一教員としての私にとっても最大の悩みと

なっている。教員は教員でひとりの研究者でもあり、「教えやすい」

体系と自分の説を持っている。別に自説に固執して教えるというこ

とはしないけれども、いろいろなテキストや体系書を参照して講義

準備をしている。そうすると、講義ではそれらの先行文献と自分の

考え方を対比させながら論じる教え方になりやすい。

また、自身で体系書・テキストを執筆している研究者が担当する

講義でも、普通はそれを読み上げることなんてしない。「すでに本に

書いたことは読んでくるだろうから、講義ではもっと先のことを話

そう」というのが通常である。そんなわけで、指定教科書の通りに講

義が進むなんてことは、普通はない。

ではなぜ教科書を指定するのか？ それは、「この本を繰り返し読

むことで体系的思考を身につけて、自分の頭の中に法学の地図を

作ってほしい」と考えているからである。体系の役割は、未知の課題

をこれまでの歴史や議論とどのように結びつけて考えるか、という

考え方の地図を示すことにある。テキストはそれを簡略化して、体

系書はさらに細かく深く示している。

・・・ここまでの説明を読んでもなお「教科書は買いたくないな

自学につなげるためのコツ

―〈自主ゼミの罠〉に気をつけて！ 191

＊12 水町勇一郎『労働法〔第 7版〕』（有斐閣・2018 年）は、第 5版（2014 年）から、就業
規則の例などを巻末に掲載するのではなく、出版社ウェブサイトの特設コーナーにアッ
プしている。
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あ・・・」という人は、ぜひ立ち読みでもいいので、本の「はしがき」

「あとがき」を読んでみてほしい。そこには、著者がどのようなコン

セプトでその本を作ったのか、読者に向けたメッセージが書いてあ

る。それを読んでもらえば、どんな状況にある人を想定して編まれ

た本なのかもわかるし、何より、著者の人柄が透けて見える。最近は

出版社 webサイトで目次・はしがき部分を公開したり

＊13

、著者自身に

よる解題やインタビューを載せていたりすることもある

＊14

ので、それ

らも参考にしてほしい。

第Ⅲ部 法学を学ぶあなたに 3年生編192

＊13 弘文堂スクエアの「はしがき &あとがきギャラリー」〔http:／／www.koubundou.
co.jp／square／gallery／〕のようにまとめられている場合もあれば、各書籍の紹介ペー
ジにリンクが張られている場合もある（有斐閣や勁草書房の一部書籍）。

＊14 有斐閣の発行する雑誌「書斎の窓」の人気コーナーとして、「著者が語る」というコー
ナーがある。同雑誌はウェブでも読むことができる〔http:／／www.yuhikaku.co.jp／

shosai〕。
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