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教員挨拶 

◆ケンブリッジでさらなる成長を！ 

法学部長 髙地 茂世 
明治大学法学部とケンブリッジ大学が提携して行う夏期法学研修は、2008 年より２年の歳月をかけて検討され、構築

されたプログラムです。昨年に続き、2011 年度の「ケンブリッジ大学夏期法学研修」第二期生18名を無事に送り出し、

所期の成果を上げることができたのは、大変喜ばしいことです。このプログラムの実施に尽力してくださった法学部国際

交流委員会の先生方および「留学基礎講座A・B・C」をご担当の諸先生並びに職員の皆様に感謝申し上げます。 

この報告書は、2011 年８月８ 日（月）から９月８日（木）の１か月間に行われたプログラムに参加した学生自身の手

によって作られたもので、一読するだけで、この１か月の研修期間内に学生諸君がいかに多くのことを学び、エンジョイ

し、成長してきたかが理解できます。 

この夏期法学研修を契機として、将来、イギリスやアメリカの大学、ロースクールに長期留学をし、その国での法曹資

格を取得して国際派の弁護士として活躍したり、法律学に関わる国際学会で同時通訳をこなし、あるいは、わが国ではま

だ国家資格としては認定されていないけれど外国では認められている法廷通訳として活躍したり、グローバルな企業で国

際ビジネスを展開したり、さらには国連などの国際機関で活躍する人のための道が開かれることと思います。この報告書

を読んで、是非、あなたもこのケンブリッジ大学夏期法学研修へチャレンジし、さらなる成長を遂げてみてはいかがでし

ょうか。そのため、法学部は一所懸命に皆さんを応援します。 

 

◆熱意ある挑戦を！ 

法学部国際交流委員会委員長 江藤 英樹 
この度、第２回ケンブリッジ大学夏期法学研修を無事修了することができ、心より安堵しています。海外での研修とい

うことで、少なからず不安はつきものなのですが、今回は研修当初に暴動が起こり、深刻な影響がありはしないかと危惧

していました。しかし、幸い何事もなく予定通り研修を終えることができました。これも、現地スタッフをはじめとする

皆さまのおかげと心から感謝いたしております。 

さて、２回目となった今回の研修ですが、新たな試みとして、日本における事前学習として「イギリス法入門」の授業

を実施いたしました。この試みは、参加した学生の皆さんにもとても好評だったのですが、そればかりでなく、ケンブリ

ッジ大学での研修担当の教員の方々からも良い評価をいただきました。 

ケンブリッジ大学では、この事前学習の内容もふまえた上で授業内容を検討、展開して下さり、学生が初めての研修に

おいても、よりスムーズに授業に参加していけるという効果も得られました。 

また、ケンブリッジ大学の担当教員、PA（プログラム・アシスタント）の方々から、参加学生の意欲的で真摯な授業

への姿勢に対するお褒めの言葉もいただきました。これは私たちにとっても本当に喜ばしいことでした。学生一人ひとり

の熱意は、必ず教員へと伝わり、結果として研修そのものの質を向上させていくこととなります。 

授業での活き活きとしたプレゼンテーションの様子や模擬裁判への積極的な取り組みなどを通して、この冊子を手にし

た皆さんにも、先輩方のこの研修への強い意欲が、きっと伝わってくることでしょう。 

どんなに充実したサポートも、学生の皆さん一人ひとりの熱意と努力に優るものではありません。限られた時間の中で、

少しでも多くのものを吸収し、その中に皆さんの将来の糧となるものを見出してくれたならば、これこそ、この研修の目

ざすところです。 

次は是非皆さんがこの機会を自分のものとして下さい。心より健闘を祈っています。 
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Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ！ 
 

University of Cambridge 
  ‐Established 1209‐ 

ケンブリッジ大学は 31 のカレッジから成るカ
レッジ制を採る大学であり、オックスフォード大

学と並びイギリスの超名門大学として有名であ

る。2010、11 年の QS 世界大学ランキングでは
見事 1 位に輝き、「世界一の大学」という称号を
得るほど世界的に評価の高い大学なのだ。 

 

Corpus Christi College 
‐Established 1352‐ 

コーパス・クリスティ・カレッジはケンブリ

ッジにあるカレッジの中でも長い歴史を持つカ

レッジの一つであり、今回の研修で使用したカ

レッジ（学寮）でもある。建物自体に歴史や情

緒を感じられ、このカレッジに初めて入ったと

きの感動は今でも忘れることができない。 
 
 
また、学寮であるため食堂や寝室がついていることはもちろん,ビ
リヤードや様々なテーブルゲーム、テレビゲームができるペリカン・

バーという Bar があるというのも、コーパス・クリスティ・カレッ
ジの魅力である。 
 

Pembroke College 
      ‐Established 1347‐ 

前身はMarie Valence Hall。ケンブリッジ大
学のカレッジの中でも 3番目に古い歴史を持つ。
明治大学でも公演がなされている由緒ある学生

劇団「Pembroke Players」はこのカレッジの一
室で生まれた。 
 

Y.Kuno 



3 
 

 

 

  

 

 

Ｃｏｌｌｅｇｅ紹介 
 

King’s College  
‐Established 1441‐ 

31あるケンブリッジ大学のカレッジの中で
最大規模。その名の通りケンブリッジのなかで

キング的なポジションを占め、最も美しいカレ

ッジとしても名高い。 

左の写真はキングス・カレッジのチャペル。 
ステンドグラス、建築の様式は荘厳そのもので

す。 
 

Trinity College 
‐Established 1546‐ 

トリニティー・カレッジ。ケンブリッジ大学

の 3大カレッジの 1つ。あのニュートンもこの
カレッジの卒業生。ノーベル賞受賞者を多く輩

出している名門でもある。図書館はハリーポッ

ターの撮影にも使われている。ちなみに、門に

掘られているヘンリー8 世は椅子の足を握って
立っている。 
 
 

St John's College  

‐Established 1511‐ 
右の写真は 3大カレッジの 1つのセント・ジ

ョンズ・カレッジとそのチャペル。キングス・

カレッジに引け劣らない規模をほこり、伝統の

重厚さを感じさせる。 
 
 

M.Ishikawa 



4 
 

Ｔｈｅ Ｌｉｆｅ ｏｆ Ｃｏｒｐｕｓ Ｃｈｒｉｓｔｉ/寮生活 
 

◆Hall 
コーパス・クリスティ・カレッジの食堂の

メニューは日によって異なるが、基本的に以

下のようなメニューであり、好きなものを好

きなだけ選べるビュッフェ形式である。 
 
 
 
 
 
 

◆Potato 
＊ポテトはイギリスの主食と言って過言でない。

高級なお店に行っても牛肉の隣にポテトがあり、フ

ィッシュ＆チップスのチップスもポテトである。更

に、食堂では毎日ポテトが出た。飽きるほど食べた

が、毎日同じポテトではなく、いろいろなポテトを

楽しめるのでご安心を！ 

◆Room 
寮の部屋は人によって広さが様々であった。

大きなソファがある広い部屋では、みんなで集

まってミーティングをしたりできる。 
また、ハウスキーパーさんが部屋やトイレを

キレイにしてくださるため、生活上困ることは

一切なく、快適であった。ただし、汚くしすぎ

るとハウスキーパーさんに怒られてしまうので

ご注意を！  
 

部屋のドアはオートロック式であるため、鍵を部屋に入れて外

に出てしまうと部屋に入れなくなる。ただ、学寮の管理人さん

に頼めば合鍵をやさしく貸してくれるのでご安心を！ また、

乾燥した気候に合わせた構造の部屋・建物の保護のため、濡れ

た洗濯物などを干すのは厳禁！ 
 

Y.Kuno 

朝：ベーコン、ソーセージ、パン類、シリア

ル、果物 
昼：サラダ、日替わり昼メニュー（肉や魚系）、

*ポテト、米、デザート、果物 
夜：サラダ、日替わり夜メニュー、*ポテト、
米、デザート、果物 
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Ｔｈｅ Ｌｉｆｅ ｏｆ Ｃｏｒｐｕｓ Ｃｈｒｉｓｔｉ/寮生活 
 

◆Library 
中央奥が Taylor Libraryという、Corpus 

Christi Collegeの中にある図書館です。 
IC入りのキーで入館することができ、中には閲
覧室や文献の複写用のコピー機などが設置して

あります。 

図書館内はとても綺麗で、快適に文献を閲覧するこ

とができます。 

◆Notice Board 
参加者のためにPA達が用意してくれた掲示

板です。授業についての連絡、PAアクティビ
ティについての出欠確認などの告知事項はこ

こで確認しましょう！ 

◆PA Office 
 授業についての質問や、困ったことがあったとき

は PA Officeまで。 

 Law Course以外のコースを担当する PAも含め、
PA達が日中過ごしている部屋です。 

◆Landry Room 
 32日間という長い日程。洗濯はこちらで。室内干しが禁
止されているため、乾燥機も備えています。洗濯機をシェ

アすることもでき、洗濯ネットがあると重宝します。両替

機が使えない場合もあるので小銭を用意していきましょ

う！ 

M.Kuzuna 
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Ｔｈｅ Ｍｅｍｏｒｙ ｏｆ Ｌａｗ Ｓｔｕｄｙ 
 

◆Case Analysis/判例研究 
授業の一環として、判例の研究・プレゼ

ンテーションがありました。 
判例研究の際には、まず図書館に行って

文献を探します。そして文献をもとにグル

ープごとにその判例について話し合い、理

解を深めます。 
他のグループへの事例の説明のために、小

劇の練習をするグループも多くありました。 

判例研究の成果を見せるプレゼンテーションの

始まりです。パワーポイントを使うグループ、小

道具を作って説明するグループなど様々でしたが、

それぞれ判例研究の成果を見せようと、努力の成

果が伺えました。 

◆Law Lecture 
平日の通常のクラスでは、その日ごとのテーマ

について学習を進めました。ジャッキーが予め使

用するファイルを配布してくれるため、必要と感

じれば予習をすることもできます。 
学生に質問がされたり、PAを交えてのディス

カッションが設けられることもあり、一コマ一コ

マが充実したものでした。 
 

◆Law Talk 
Law Talkではケンブリッジ大学 Pembroke Collegeを卒業され、企業で活躍なさっておられる

Solicitor(事務弁護士)の方と Ph.D（博士号）を取得している方を実際にお招きし、法学についての
お話をしていただきました。どうしてそのような道に進まれたのか、実際に活動している中でどの

ようなことを感じるか、また、今学生にどのようなことを考えてほしいかなどの貴重なお話もお聞

きすることができました。Law Talk後には御二方との会食もあり、より近い距離で気軽に質問を
することができました。将来企業法務、国際弁護士などを目指している方には特に有用な機会にな

るのではないでしょうか。  
S.Hayashi／M.Kuzuna 
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Ｔｈｅ Ｍｅｍｏｒｙ ｏｆ Ｍｏｃｋ Ｔｒｉａｌ 
 

 
 
 
判決言い渡しの瞬間。今まで真剣に準備し

てきたので、最も緊張する瞬間です。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

M.Ishikawa 

粛々と証人への尋問が進められて行きます。 

法学研修では実物そっくりの模擬法廷

を借り切って模擬裁判を行います。左の写

真は模擬裁判を終えた後に全員で撮った

もの。それまでの緊張がとけ、みんないい

表情です。 

こ、この警官が… 

裁判後、記念撮影に追われる史上最強の

弁護士軍団と被告人。 

左は判決言い渡しの時の写真。今

まで真剣に準備してきたので、最も

緊張する瞬間です。 
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Ｌａｗ Ｆｉｅｌｄ Ｔｒｉｐ 
 

Law Course では、イギリスの法制度への理解を深めるため、裁判所や国会、Inns（法曹学院）
の見学を行いました。 

◆The Royal Courts of Justice 
ロンドンにある英国王立裁判所。 
伝統的形式を保つ裁判を実際に傍聴!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
◆Big Ben 
観光地としても有名なロンドンのシンボル的時計

塔ビッグベン!! 
隣接するイギリス国会議事堂を見学できます。 

 
◆The Palace of Westminster 
ウエストミンスター宮殿/イギリス国会議事
堂 
議事堂内は公開されており、イギリスの

二大議院 House of Lords と House of 
Commonsの会議場を見学できます。 
その他、イギリス政治史を物語る数多く

の絵画や歴代首相の彫刻が並んでいるおり、

案内役の方の素晴らしいお話とともにイギ

リス政治についての知識を深めることがで

きます。 
 

 
Y.Takahara 
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Ｌａｗ Ｆｉｅｌｄ Ｔｒｉｐ 
 
◆Inns of Court 
法廷弁護士 Barrister としての訓練を受

けるための Law School。 
広大な敷地内にある図書館や宿舎を含む

数々の施設を見ると、イギリスの法曹育成

における充実度が感じられます。 

法曹への道は長い… 
 
◆現役法廷弁護士さんとの会食 
ケンブリッジ大学をご卒業された弁護士の方とディナーをいただきます。専門的なことから砕け

た話題まで、直に弁護士の方と会話のできる貴重な時間です。ここでしか聞けない質問をたくさん

しましょう。     
 

Y.Takahara 



10 
 

Ｆｉｅｌｄ Ｔｒｉｐ 
 

Field Tripでは、他のコースの参加者と一緒にロンドンの名所を巡り、イギリス文化についての
知識を深めました。 
◆King’s Cross Station    
ハリポタでおなじみのキングズクロス駅。   

ロンドンの旅はここから始まります。   
 
 
 
 

 
 

◆Greenwich天文台 
経度０°の本初子午線が通過。 

世界をまたげます。 
 
◆Tower Bridge               
ロンドンの大河テムズ川に掛かる巨大な橋。展望台からの眺

めは絶景!! 
 
 
 

◆大英博物館 
入場料無料の超有名な博物館。ロゼッタストーン、古代

エジプトのミイラ、死者の書、モアイ像など（イギリスが

世界から略奪してきた）数多くの遺産が展示されています。 

 
◆シェイクスピア演劇 
生の演劇を目の前で体験。外ではセントポール大聖

堂をバックに光り輝くロンドンの夜景を見ることが

できます。 
 
 

Y.Takahara 
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ＰＡ Ａｃｔｉｖｉｔｙ 
 

PA Activityとは、PA（プログラムアシスタント）が様々な遊
びやスポーツ等を企画してくれるものです。 
ほぼ毎日のように楽しい企画が目白押しでした。忙しい毎日で

すが、合間を縫ってできるだけ多くの Activityに参加するべきだ
と思います。PA とも、他のコースの人たちとも仲良くなる絶好
の機会なのです。 
 

ケンブリッジではとても有名なパンティング！PA の
トムが漕いでくれる小さな船に乗って、ケンブリッジの

街を眺められるという素晴らしい体験でした。時には自

分でも漕ぎ、それがまたとても楽しいです。でも、落下

には要注意！ 

 
寮内にあるバーでビリヤードやカ

ラオケをしたり、ボーリングにも行

きました。 
 
トッテナムVSマンCのサッカー

観戦後、明治大学 VS日本大学の試
合も行われました。見事勝利！ 
 

スポーツはサッカー以外にも、バスケ、テニス、卓球などをしました。リフレッシュにはもって

こいです。 
また、本場でハリーポッターの映画を観るという体験もしました。もちろん字幕はありませんが、

とても楽しく、良い経験だったと思います。      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.Kuzuna 
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時差   
8時間 

レート
￡1=133円 

気温    
平均20℃ 

イギリスの見所 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
忘れられないアフタヌーンティー 

テムズ川に突き出す観覧車-ロンドン・アイ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※時差はサマータイムのものです。 
 
 
 
 

A.Kurauchi 

忘れられないアフタヌーンティー
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イギリスの見所 
 

 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
A.Kurauchi 

                         

         

 
 

謎に包まれたストーンヘンジ。 

世界遺産・ローマ浴場 

サッカーの街、リヴァプール 

リヴァプールはビートルズ生誕の地 

エジンバラ城 

美しい湖面が広がるウィンダミア湖 

夏祭り – ミリタリー・タトゥー 

         
ピーターラビットの故郷、湖水地方 

                                                                 

サッカーの街、リヴァプール
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ケンブリッジの見所 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
①The Eagle Pub …学生から社会人まで、様々な人々が集まる交流の場。外国の友人を作ること
は語学力向上の近道!!とても話しかけやすい雰囲気なので、ガンガン話しかけて Cambridge学生
の友達を増やしましょう。 

②Market Hill …食料から衣類、お土産まで、何でもそろうミンナの市場。Cambridgeの中心に
あり、他のお店に比べ格安!!掘り出し物を見つけてみては? 

③Cambridge博物館 …すぐ近くに無料の博物館があるのは魅力的。何度入ろうがもちろんタダ!!

時間を忘れて静かな博物館をゆっくり歩くのも素敵です。 

④あの、ニュートンの林檎の樹 …実際にニュートンがこの林檎の樹で重力を発見したのかどうか

は…。ていうか、本当にリンゴの樹なのか…。観光スポットです。 

⑤パンティングスポット …パンティングとは川下りのこと。綺麗な河川の多い Cambridgeでは
超人気な遊びです!!研修アシスタントの Cambridge学生が連れていってくれるのでお楽しみに。 

⑥お買い物ストリート …Cambridgeは有名な観光スポット!!街のいたるところにお土産屋、小

物屋、食品店、洋服屋が点在しています。特に小物屋!!日本では売っていないオシャレなものばか

り。Cambridgeの街を歩き回るだけでも異国の文化に触れあえる貴重な時間です。 

◆その他のオススメ情報 

○有名ブランドが半額!! …イギリス生まれの Cath Kidston, HOLLISTER(Abercrombie & 
Fitch), The Body Shopなどの商品が現地では日本の半額！絶対買うべきです!! 

○カフェとファーストフード …スタバとマックが近くにあるのでとても便利です。また、イ

ギリス料理はマズイと有名ですが、王道ファーストフード「Fish & Chips」はウマイ!!ぜひご

堪能あれ。 

Y.Takahara 
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Ｍｅｓｓａｇｅ ｆｒｏｍ Ｊａｃｋｉｅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Law has been studied and taught in Cambridge since the thirteenth century contributing to 
the University’s long-standing tradition of academic excellence in jurisprudence and legal 
history. The Meiji Law lectures aim to provide students of all language abilities with the 
opportunity of not only developing an understanding of the key concepts and principles of the 
English Legal System but to also acquire the required written and fluency skills to function 
more effectively within an academic legal environment. 

Through examining and interpreting legal texts, such as cases, law report sand statutes, 
assessing how the law is made and the basis on which contracts are formed, legal institutions, 
the role of judges, juries and the legal profession as well as examining the relationship between 
European and English law, this understanding is then applied as course assessment to activate 
and develop academic legal English language skills. 

Students are also encouraged to think critically within a legal framework, extend and 
enhance their use of legal terminology, practice legal summaries and formal legal writing, as 
well as to take part in problem solving discussions, and moot debates. Moots are useful for 
developing legal skills of analysis and interpretation as well as personal skills of argument and 
public speaking. Through field trips and seminars the course also aims at providing 
participants with the opportunity of conducting court observation reports by visiting the local 
Cambridge Magistrates, Crown or County Courts and the Royal Courts of Justice in London as 
well as to exchange with legal professionals and to gain an understanding of the British 
political system by participating in a Parliamentary tour. This year’s Meiji Law students 
worked exceptionally hard and as a result achieved excellent academic results moving a step 
closer to defining the value to the legal profession of the academic study of law. 

M.Ishikawa／S.Nakamura 

Law has been studied and taught in Cambridge since the thirteenth century contributing to 
the University’s long-standing tradition of academic excellence in jurisprudence and legal 
history. The Meiji Law lectures aim to provide students of all language abilities with the 
opportunity of not only developing an understanding of the key
English Legal System but to also acquire the required written and fluency skills to function 
more effectively within an academic legal environment.

Through examining and interpreting legal texts, such as cases, law report sand statutes, 
assessing how the law is made and the basis on which contracts are formed, legal institutions, 
the role of judges, juries and the legal profession as well as examining the relationship between 
European and English law, this understanding is then applied as course assessme
and develop academic legal English language skills.

Students are also encouraged to think critically within a legal framework, extend and 
enhance their use of legal terminology, practice legal summaries and formal legal writing, as 

左は法学授業を担当する

Jacqueline R. Thomas先
生。通称ジャッキー。「先生」

といった厳めしさは全くな

く、とてもフレンドリーで

親切です。そんなジャッキ

ーからこの法学研修につい

てのメッセージです。 
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Ｐａｓｓｉｏｎ ｆｏｒ Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ 
  
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ 

M.Ishikawa／S.Nakamura 
あ
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研修日程 
 

 授業は、法学の授業が一日 1コマ、そして英語の授業が 2コマありました。1コマは 75分間で、
法学授業については、法学研修参加者全体での授業が行われました。英語の授業については、他の

コースの参加者と合同で、全体を 4つのグループに分け、グループごとの授業が行われました。そ
のため、グループごとに授業の時限が異なりました。 
 授業の空き時間は、基本的に自由に過ごすことができ、Law Courseの参加者はもちろん、他の
コースの参加者と食事や買い物に行くこともできます。また、授業の終了後、PA Discussion（授
業内容について理解を深めるために PAと共に行うミーティング）が設けられている日があり、こ
の時間に授業内容についての質問を解消することができました。 
 休日は、PA が企画してくれるアクティビティに参加したり、自分達で小旅行を企画し、観光に
出かけることもできました。ただし、研修最終週については、試験が控えており、かつ、語学授業、

法学授業ともに準備に時間がかかる課題が課されたため、学習に時間をあてている姿が見受けられ

ました。 
 そして、週に一回程度 Formal Dinner が催されました。これは、先生方や研修参加者が正装を
して集まり、ともに夕食を楽しむというケンブリッジ大学伝統の儀式です。ワインを傍らに、素晴

らしいひと時を過ごすことができました。 
 何かと忙しい毎日ではありますが、様々なことに積極的に挑戦することで、イギリスでの生活を

より楽しんでいただけると思います。 
Y.Tanaka 
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Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｅｎｇｌｉｓｈ/語学講義 
 
◆講師紹介 Ms. Beatrice Shelley 

 
◆授業紹介 
二つの語学授業のうちの一つがこの Academic English Classです。Beaのクラスでは、その時々

のトピックについての意見を求められることが多かったように思います。授業では、日本と海外の

国々との祝日の比較、観光スポットについてのラジオ広告のディクテーション、プレゼンテーショ

ンの方法そのものについての学習、それを実践する自分の出身地についてのプレゼンテーションな

ど、ユニークなトピックを扱いました。以下では、授業の中でも特に印象に残った 2つのトピック
を紹介します。 
 
【１】Discovering Cambridge 
その名の通りケンブリッジの街を知るためのクラスでした。英語で経路についての指示が書かれ

た資料を参考に、学生が先導して目的地を目指します。King’s Collegeや Sydney Sussex College、
Trinity Collegeなどいくつかのカレッジにも立ち寄り、まさに大学と街が一体となったケンブリッ
ジの姿に感動を抱きました。他にも、ワトソンとクリックが DNAの 2重らせん構造を発見した研
究所や、ケンブリッジの名物 Fudgeの製造工場などを巡ることができました。 
   
 
 
                   
 
【２】Debate 

19 世紀頃に創設されたといわれるケンブリッジ大学のディベートクラブは、議論にあたり、発
表や評決についての独自の様式を保っています。このクラスでは、そうした様式を踏襲しつつ、い

くつかのトピックについてチームを組み、学生同士が議論を戦わせました。ディベートに向けたミ

ーティングは深夜・早朝に及ぶこともありましたが、チームごと非常に熱心に取り組む姿が見受け

られました。また、傍聴者からも積極的な質問がなされ、ディベートを取り仕切る Chairperson
の下、非常に白熱した議論が展開されました。 

Y.Tanaka 

愛称は「Bea」。スレンダーな先生ですｗ 
出身はイングランドですが、現在はイタリアにお住まいとのこと。お仕

事で様々な国で教え歩いているとのことですが、なんと日本に住んでいた

こともあるそうです。 
趣味はダンスのほか、最近は料理にも凝っているそうです。 

写真は「数学橋」と呼ばれる橋。釘などを一

切用いず、木材の組み合わせのみで設計され

た。設計者はケンブリッジ大学OBとのこと。 
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Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｅｎｇｌｉｓｈ/語学講義 
 
◆講師紹介 Ms. Sue Black 
明るくて優しく、すこしおちゃめなところもある先生です。よくカ

レッジの前で煙草を吸っていたのが印象的(笑)。とても気さくな方で、
ランチ等の授業時間外でもよく会話を楽しみました！ 
 
◆授業紹介 
スー先生の授業では、Job Englishを学びました。 
その内容は、私が今までの人生で受けて来た語学クラスのものとは大きく違い、カリキュラムが

とても独創的で、且つ力が確実についている事を実感できる物でした。 
その中でも特に鮮烈に印象に残った授業が「Job Interview」です。この授業ではまず、クラス

のメンバーを会社側、応募希望者側に分け、それぞれのグループを作りました。次に、会社側グル

ープは有用な人材を採用するための質問を独自に作り、それを基に実際に希望者と面接をします。

そして希望者は面接にあたり、その質問にその場で応える、というものです。どちらかの側に立つ

だけではなく、必ず両方経験します。各グループが考えだす質問はとても創造的で面白く、その場

で応えるのは少し難しいものです。まるで本物の面接そのもので、みんなも真剣！最終的に会社に

採用された子は、まるで本当に就職が決まったかのようにとても喜んでいました！ 
 さらに、英語のリズムを音に乗って学ぶという学習もありました。こちらもとても面白く、且つ

英語のアクセント、リスニングのコツ等を学ぶ事が出来ました。その為、自身の発音改善だけでは

なく、リスニング力向上にとても有益なものでした。今でもそのリズムは体が覚えています。まさ

に、「英語を体感」できるアクティブな授業でした！ 
加えて、もうひとつ印象に残っている事。それは、スーが紹介してくれたマイリー・サイラスの

「It’s the climb 」という曲です。この曲の歌詞は、たとえどんなに自らの夢や目標が困難に見え
たとしても、努力を続けてそこへ向かっていく、というものです。今の私たち、即ち各々の夢や目

標を持ってこの法学研修に参加し、そしてこの先続く夢へ向かって歩みだそうとしている私たちに

ぴったりの応援歌でした。授業では皆でこの曲を歌いました。そのため、帰国した今でもこの曲を

聴くと、スーに背中を押されている様な気がして、そして共に頑張った語学クラスの仲間の事を思

い出し、もう一度「頑張ろう」と思えます。本当に、大切な１曲となりました。思い返すと、スー

の授業は全てが新鮮で学びが多く、心から英語を「楽しめ」ました！ 
そして最後にアドバイスです。授業を受けるにあたり、特に難しい事は要求されず、また特別な

スキルも要りません。本当に大切な事は、毎回の授業に熱意を持って取り組む事です。学ぶ姿勢、

そして英語を肌で感じて楽しむ姿勢さえあれば、スーの授業は毎回エキサイティングで価値のある

ものとなります！ 
 本当に実りの多かった授業でした。スー大好きです！                     
 
 

  Y.Iizuka 
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Ｍｓ．Ｊａｃｑｕｅｌｉｎｅ Ｒ. Ｔｈｏｍａｓ/講師紹介 
 
私たちの本業、法学のレクチャーをしてくださったのは、この方、Jackie (ジャッキー)です!! 正確

には Ms. Jacqueline R. Thomas ですが、親しみの意味も込めて、みんな Jackieと呼んでいます。 
 大変なはずの法学授業がなぜ楽しかったのか？それはJackieが私たちを教えてくれたからと言って
も過言ではありません。 

 では、なぜJackieの授業がそんなに楽しいのでしょうか？今回はその理由をお教えしましょう!! 
【１】Jackieの英語は聞き取りやすい!! 
 私たちが授業を受ける上で、何を一番心配したかというと、

ただでさえ難しい法律の授業を、英語で受けることが本当に

できるのだろうか、特に、先生の言っていることをきちんと

理解できるのだろうかということです。正直な話をすると、

同じイギリス人でも、聞き取りやすい英語を話してくれる人

もいれば、何を言っているのかさっぱり分からない程聞き取

りにくい英語を話す人もいます。そのような中でJackieの話
す英語はとても明瞭でわかりやすく、ついていきやすかった

です。そのおかげで、私たちは法律の授業にも臆することな

く臨むことができました。 

 

【２】Jackieはとてもフレンドリー♪ 

 やはり、どんなに授業が分かりやすくても、先生の人柄がよくなかったら、授業を受けるモチ

ベーションも下がってしまいますよね？ しかし、Jackieの場合は、このことを心配する必要が全
くありませんでした。初回の授業で、ほぼ全員の顔と名前を覚え、次の日の授業の始まる前には、

Jackieの方から笑顔で話しかけてきてくれました。また、授業中に行われる小グループごとのデ
ィスカッションでも、各テーブルを回りながら、私たちと同じ目線に立って、気さくに私たちの疑

問を聞いてくれたり、アドバイスをくれたりしていました。また、授業中に私たちに発言を求める

ことがよくあるのですが、私たちが質問の意味を理解していなかったりしたときは、私たちにわか

るように言い直してくれたり、最後の別れ際にも、”Hi, Jackie! Do you remember me?”だけでも
いいから連絡を取り合おうと言ってくれたところにも、Jackieの優しさを感じました。とてもフ
レンドリーなJackieだからこそ、私たちもリラックスして授業を受けられたわけです。 

Jackieがこれだけすばらしい先生だったからこそ、ケンブリッジでの法学授業がこんなにも楽
しく感じられたのではないかと思います。来年ケンブリッジに行ってみたいとは思うけど、法律

の授業を英語で受けることが不安!!という人も多いでしょう。実際自分もそうでした。しかし、

Jackieが私たちの先生である以上、その心配は無用だということがケンブリッジに行ってすぐに
わかりました。もし、こういった不安のせいで、ケンブリッジプログラムに参加することをためら

っているのであれば、ぜひ勇気を持ってチャレンジしてみてもらいたいと思います。Jackieの楽し
い授業があなたを待っていますよ。 

    M.Otaka 
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Ｌａｗ Ｌｅｃｔｕｒｅ/法学講義 
 
このページでは、今年度の法学授業で扱った主な内容をご紹介します。 

◆イギリス法体系の特徴 

イギリスの法体系は、日本と大きく異なります。イギリス法の特徴や概念、起源などを日本と比

較しながら学びます。 

◆大陸法と英米法の違い 

明治大学でも現代法入門などの講義で学んだ事項であると思いますが、イギリスに行って英米法

の立場から大陸法を学んでみると、また新たな発見があるかと思います。 

◆裁判制度 

イギリスではどのように裁判が進められていくのか、どのような体系をとっているのか、それぞ

れの裁判所の役割はどのようなものか、といった内容について学びます。 

◆国会と立法 

 どのように法が作られ制定されていくのか、その過程を学びます。フィールドトリップとして、

イギリス国会議事堂を見学に行くこともできますので、お楽しみに。 

◆死刑制度 

 日本でもしばしば論点となる死刑制度について、意見を交換し合います。 

◆裁判員制度 

 授業においてもかなり重点的に話し合われたテーマです。裁判員制度の目的、メリット・デメリ

ットを考察した上で、裁判員制度をどう考えるか、積極的な意見交換を行いました。 

◆契約法 

 個人的には一番楽しかったテーマです。そもそも契約とは何か、契約にはどのような種類がある

のか、といった内容を学んだあと、契約法に関する重要な５つの判例について、各チームでプレゼ

ンテーションを行いました。 

◆EU法 

 EUの起源と変遷、メリット・デメリット、今後の課題などを考察していきます。 

◆模擬裁判 

法学授業における最大のイベント。最高に楽しかったです！  

 

ここまで読んで、「うわー、これを全部英語で勉強するの？無理だわ…」と思ってしまったそこ

のあなた！ご安心ください。明治大学で「留学基礎講座 CⅠ」を受講し、留学前からゆっくり準備
を始めていけば、何も心配することはありません。講義で使用したプリントはすべてイギリスに持

っていき、辞書代わりとして予習・復習に全力で活用しました。 

 私は「法律も英語も苦手だけど、授業についていけるかな…」と悩みに悩んだ末ようやく研修に

応募しましたが、結局なんとかなりました。同じような理由で悩んでいる人がいるのであれば、ぜ

ひ勇気を出して応募してみてください。むしろそんな人にこそおすすめしたい研修です。「なりた

い自分」に近づく大きなチャンス！想像をはるかに超える、楽しい一ヶ月間が待っていますよ！ 

Y.Tajima 
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Kensei Suzuki が伝授する法学授業の受け方！ 
 
初回の授業はオリエンテーションで、一か月の予定が簡単に説明され、授業はそれに沿って進め

られます。毎回の授業の終わりに次回分のレジュメが配布されるので、不安な人は予習することを

お薦めします。先生はパワーポイントを使って講義をしますが、スライドの内容はレジュメと同じ

ですので、授業を集中して聞くことができます。ただ、先生が口頭でプラスアルファの情報を下さ

るので、こちらをメモするとよいでしょう。授業中はよく先生に指され、必ず一回は発言すること

になります。また、しばしば 4～5 人ずつに分けてグループディスカッションをします。もちろん
全て英語です。日本の大学ではあまりグループディスカッションをする機会がないので戸惑うかも

しれませんが、多少文法が間違っていても十分通じますので、恥ずかしがらずに発言してください。

とにかく授業に積極的に参加することが大切です。 
そして最後の授業では、いくつかのグループに分かれ、それぞれが担当するイギリスの判例につ

いて事前に準備をしてプレゼンします。今年の研修生のみなさんは絵や写真を使ったり、劇を行う

など個性豊かなプレゼンをしてくれたので、楽しみながら勉強することができました。 
授業の進むペースについていけないことや、先生や PAの言っていることが聞き取れないことが

あるかもしれませんが、そのときはその場で、あるいは授業後に質問しましょう。彼らは丁寧に答

えてくれます。遠慮することはありません。逆に質問をしないと、先生は理解していると解釈して

授業を進めてしまいますので注意してください。 
宿題はほぼ毎回出されますが、量はそこまで膨大ではなく、留学基礎講座など事前学習をしっか

り受けていればそれほど苦にはなりません。前回の授業の内容を踏まえて次の授業が行われるので、

授業の復習は必須になりますので怠らないようにして下さい。けれども徹夜する程大変なわけでは

ありません。 
法学研修に参加される方の中には自分の英語力に不安がある

方がいらっしゃると思いますが、法学の授業では日本やドイツ

の法律と比較しながらイギリスの法律を説明してくださったり、

絵や図、ビデオを取り入れたり、あるいはクイズ形式で授業が

行われます。このように、研修生がわかりやすいように、様々

な工夫が施されているので安心して下さい。さらに、留学基礎

講座などの事前学習をきちんとこなしておけば、余裕をもって

授業を受けることができるでしょう。 
今回の法学研修参加者の方々に話を伺うと「自分たちに合わ

せて授業を進めてくれる。」、「一人ひとりの理解度を確認しなが

ら授業をしてくれるので助かった。」、「重要なところでは何度も

説明してくれたので理解できた。」など、参加者全員が授業の進

め方に満足していました。自分の英語に自信がなかった私も安

心して授業をこなすことができたので満足しています。 
 

K.Suzuki 
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Kensei Suzuki のこれだけは知っておこうイギリス法 
 
イギリスは判例法主義をとるため、ある事件の判決がなされ、後に類似の事件が起きたら原則と

して先の事件と同じ解決がなされます。また、日本と異なり、この Doctrine of Stare Decisis（先
例拘束の原則）は制度的に保障されます。判例法には、Common Law と Equityの二種類が存在
します（制定法と対比して判例法全体を Common Law と言うこともあります）。また、判例法主
義とは言っても、全く制定法がないわけではなく、多くの制定法が存在します。制定法はイギリス

議会(庶民院と貴族院で構成される)の可決と国王又は女王の承認を経て施行されます。 

parliamentary sovereignty（議会主権）もイギリス法の基本原理の一つですが、これは、議会の
立法が最高位で、違憲立法審査権など議会の立法の効力を覆す制度がないことを意味します。そし

て、法の効力関係の点では制定法が判例法よりも優位し、制定法が判例法を変更することも可能で

す。イギリスの最古の法律は 1215年のMagna Carta（マグナカルタ）ですが、これにより公正で
正義に適う法の制定が保障されるなど、Magna Cartaはイギリス法体系の基盤となっています。 

イギリスは EUに加盟しています。EUは加盟国を規律する法律を定めていますが、法の効力関
係の点で EU法は各国独自の法律より上位です。従ってイギリス法は EU法に拘束され、EU法に
反する法律は作ることができません。この点で議会主権が侵害されるのではないかという議論もあ

ります。 

また、主に殺人や強盗などの重要な刑事事件の裁判では陪審員制がとられています。陪審員の数

は基本的に 12 人で、日本の裁判員と異なり陪審員は有罪・無罪のみを決定します。陪審員制のメ
リットは司法制度に対する市民の関心を深めることですが、裁判員がマスコミなど外部からの影響

に左右される恐れがあるというデメリットもあります。また、Magistrates（治安判事）という一
般人から任命される裁判官も存在し、Magistrates Court で軽微な事件の処理に当たります。
Magistratesの利点の一つは、プロの裁判官と違い費用が安く済むことですが、僅かな研修しか受
けないで公正な裁判を行えるのかという懸念もあります。陪審員制とMagistratesはイギリスの司
法制度への市民参加についての重要な点であり、日本の法制度と比較しながら学ぶとよいでしょう。 

民事事件と刑事事件では立証責任に違いがあります。民事事件では balance of probabilities（優
越的蓋然性）の考えがとられ、事実の存在の確実性が 50％を超える心証を得れば良い一方、刑事
事件で被告人を有罪にするには beyond reasonable doubt（合理的な疑いの余地のない程度）に立
証しなければいけません。 

イギリスの契約の成立要件は offer(申し込み)と acceptance(承諾)からなる①agreement(合意)

②intention to create legal relation(契約締結の意思)③当事者が二人以上いる④consideration(約
因)です。①～③は日本の民法と共通ですが、④の considerationはイギリス独特の概念です。
considerationは両当事者の benefit(利益)と detriment(損失)で構成されます。例えば、Aが Bに
車を売る申し込みをし、Bがそれを承諾しました。Aには Bから代金をもらう利益と車を失う損失
があります。一方、Bには車をもらう利益と代金を失う損失があります。Aが単に Bにあげるだけ
では Aには損失、Bには利益しかないので considerationはありません。よって契約は不成立にな
ります。従って日本民法の贈与契約のような片務契約はイギリスに存在しません。 

K.Suzuki 
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イギリスでは伝統的に裁判におい

て法曹がかつらをかぶっています。 

イギリスで弁護士資格をとるには 
 
この冊子を手にとってくださった方の中には、将来イギリスで弁護士資格を取りたいと考えてい

る人もいるかもしれません。ここでは、イギリスの法曹資格制度について簡単に説明します。 
イギリスは、日本と違って法曹一元制度をとっています。裁判官は弁護士の中から選任され、検

察官という法曹カテゴリーはありません。以下で説明する「バリスタ」または「ソリシタ」が Crown 
Prosecution Service（CPS：公訴局）の組織内弁護士として雇用されて、CPS が公訴を提起しま
す。 
イギリスには、バリスタとソリシタという 2種類の弁

護士が存在します。近年ではバリスタとソリシタの職務

の境界があいまいになってきていますが、基本的には、

法廷における弁論活動は特定分野の専門知識をもつバリ

スタが主に行い、ソリシタは契約書の作成など事務的な

リーガルサービスを提供します。 
バリスタ、ソリシタのいずれを目指す場合でもまず

LLC（法学士）を取得しなければなりません。ただ、日
本の場合のように必ずしも大学の法学部を卒業する必要

はなく、他の学科を専攻した場合でも GDL（Graduate 
Diploma in Law）と呼ばれる 1年間の法律コースを修了
すれば LLCと同等の学位が得られます。 
バリスタになるには、この後 Inns of Court（法曹学院）という日本の法科大学院のような機関

で Bar Vocational Courseを取ります。さらにバリスタ事務所で 1年間の実務を経て、バリスタの
法律事務所の開業許可証が発行された後、単独での弁護士活動が可能になります。 
余談ですが、法学研修参加者はロンドンへのフィールドトリップでいくつかの Inns of Courtを

訪れました。その際、地下鉄のテンプル駅近くにある法曹学院（Inner TempleとMiddle Temple）
が使用しているテンプル教会を通り過ぎました。法曹学院を案内してくれていたバリスタの方が、

ちらっと「これはダヴィンチコードにも出てきたテンプル教会です」と説明してくれたのですが、

あっという間に次の場所に移動してしまったため、残念ながら「ここが、あのテンプル教会かぁ」

と感慨にふける暇はありませんでした。来年、Inns of Courtを訪れる機会があれば、あらかじめ
ダヴィンチコードを読み、テンプル騎士団などに思いをはせながらテンプル教会をじっくり楽しん

でいただければと思います。 
話を元に戻しましょう。LLC を取得後、ソリシタを目指す場合ですが、ソリシタ希望者は LPC

（Legal Practice Course）と呼ばれる 1年間の実務コースを受けた後、ソリシタの法律事務所で 2
年間トレイニーとして働かなければなりません。この経験を経て、晴れてソリシタの資格を得られ

ます。 
イギリスには日本の司法試験のような超難関の資格試験はありません。最近では、バリスタほど

は教育費がかからないこともあり、ソリシタ志望者が非常に増えているということです。 
Y.Urayoshi 
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Ｌｅｇａｌ Ｅｓｓａｙの書き方 
 
リーガルエッセイとは、法的な議論を内容とする論文のことです。イギリスで法律を学ぶ学生は

日常的にこうした論文を書いているそうで、ケンブリッジ法学研修に参加した私たちにも最終試験

でリーガルエッセイが出題されました。 
英語論文では、構成および形式上の厳密なルールがあり、このルールを無視すると内容がどれほ

ど優れていても良い評価は望めません。 
リーガルエッセイの構成は、大きく分けて①Introduction（序論）、②Main Body（本論）、③

Conclusion（結論）という 3つの要素から構成しなければなりません。 
①Introduction：このリーガルエッセイに関する、ごく一般的な話題や背景情報とともに、 
論点を簡単に紹介します。エッセイの導入部ですので、読者の興味を引くような文章を 
心がけましょう。 

②Main Body：議論の要点を明らかにするエッセイの心臓部です。主張したいポイントと
その根拠だけでなく、予想される反論も書き出して比較した上で、自らの主張の優位点

を強調します。 
③Conclusion：主張の要旨をまとめ、結論を導き出します。 

Introductionは 20%、Main Bodyは 70%、Conclusionは 10%を目安に、各パーツの分量を配分
します。小論文を書いたことがある人ならば、上記のような論文の構成については特に目新しい点

はないかもしれません。しかし、英語の Academic Essay（学術論文）では、単語やフレーズの使
い方にも細心の注意を払わなければならず、慣れていないとごく当たり前の文章を書くのにも苦労

し、試験の直前になってあわてることになります。 
繰り返し注意されたのは、エッセイを客観的な視点で書くために、決して一人称の Iを使っては

ならないということ。論文では個人の意見ではなく、理論的アプローチが求められます。ですから、

I think... とは言わずに、It might be argued that…や There is no denying that…などといった言
い回しを使います。 
また、普段使っている単語のなかにはリーガルエッセイでは避けるべき語があり、以下の例のよ

うに、左列の語の代わりに右列に挙げた語を使わなければなりません。 
 
避けるべき語 使用できる語 

but however, yet, nevertheless, nonetheless 
in case if, provided that, given that, whether 
because as, since, due to, owing to 
also, and besides, in addition to, moreover, as well as 

 
リーガルエッセイの構成、形式、そして論理的アプローチを身につけることができれば、日本語

で小論文を書くときにも必ず役立つと思います。 
 

Y.Urayoshi 
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Ｃｏｕｒｔ Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ/裁判傍聴 
 
夏期法学研修では実際にケンブリッジ市内の裁判所に行き、裁判を傍聴します。私たちは以下の

3種類の裁判所で傍聴をすることができました。 

 

 

◆Magistrates' Court（治安判事裁判所） 

治安判事裁判所 では、原則として、法曹資格のな

い無給の治安判事（lay magistrate）が審理を行い
ます。大都市では法曹資格を有する有給の治安判事

（stipendiary magistrate）が審理を行う場合もあ
ります。すべての刑事事件はまず治安判事裁判所に

送られ、少年事件を含む全刑事事件の95パーセント
がここで結審します。成人に対する刑事裁判では、3

名での合議で審理が行われ、3人の中央に座るのが

Chief Magistrateです。治安判事は裁判官と陪審員
を兼ねた役割を果たしますが、量刑権限が足りない

事件については刑事法院に付託します。また、治安

判事裁判所では、民事事件（特に家族法関係の事件）

を扱うこともあります。 

 

◆Crown Court（刑事法院） 
国王裁判所と訳されることもあります。正式起訴された刑事事件の第一審、ならびに治安判事裁判所

の上訴審を管轄します。殺人、傷害、放火などの深刻な事件のほとんどがここで審理されます。被告が

無罪を主張すると、1人の裁判官と 12人の陪審員により裁判が行われます。 

私が傍聴に行ったときは、ある外国人が偽造品を販売したという事件を審理していました。 

 

◆County Court（カウンティ裁判所） 
カウンティ（県）裁判所は、民事事件の大部分を扱います。

毎年およそ 180万件の事件が県裁判所で開始されますが、大半
は裁判にいたらず和解が成立します。この裁判所は、契約法と

不法行為法にかかわるあらゆる事件の管轄権を有しています。 

 

 
 
 

 
L.Chen 
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Ｃｏｕｒｔ Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ/裁判傍聴 
 
◆裁判傍聴に行った後は必ず Court Observation Reportを書いて事件の復習をします。 

 Court Observation Reportに記録する内容は以下の通りです。 

【１】Key figures and their roles … 各裁判関係者の役割 

【２】Court Layout … 裁判所のレイアウト 

【３】Atmosphere … 法廷内の雰囲気 

【４】Summarize the key point of the case … 事件のキーポイントを要約 

【５】Notes … 被告側、検察官側などに関するノート 

【６】Verdict … 判決 

裁判傍聴の際にとったメモを参考に、これらの項目について事件を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の裁判傍聴では、審理の内容を聞き取ることが

Listeningの訓練になった他、Court Observation 
Reportを書くことでWriting力の向上にも役立ったよ
うに思います。 

裁判の進行はとても早く、聞き取りづらい部分もあり

ましたが、PAが後に傍聴した事案についてのミーティ
ングを開き、理解をサポートしてくださいました。 

 

 

 

 

 

 
L.Chen 
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Ｃａｓｅ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ/判例紹介 
 
 ケンブリッジでの生活もいよいよ大詰め。法学授業の集大成ともいえるのが、Mock Trialと
Case Presentationです！ここではCase Presentationについてご紹介します。 

 Case Presentationでは、私たち学生が 5つのグループに分かれ、それぞれのグループが契約に
関する判例を説明しました。ここでは私たちが実際に使用した判例をいくつか紹介します。 

 

TERMINATION OF THE OFFER 
◆Financings LTD v Stimson(1962) 

The defendant at the premises of a dealer signed a form by which he offered to take a car on 
HP terms from the plaintiffs. He paid a deposit and was allowed to take the car away. He was 
dissatisfied with it and returned it to the dealer, saying he did not want it. The car was stolen 
from the dealer's premises and damaged. The plaintiffs, not having been told that the 
defendant had returned the car, signed the HP agreement. It was held by the Court of Appeal 
(a)that the defendant had revoked his offer by returning the car  to the dealer.(b)In view of an 
express provision in the form of the contract that the defendant had examined the car and 
satisfied himself that it was in good order and condition, the offer was conditional on the car 
remaining in substantially the same condition until the moment of acceptance. That condition 
not being fulfilled, the acceptance was invalid.  

 

ACCEPTANCE 
◆Holwell Securities v Hughes(1974) 

The defendant gave the plaintiff an option to buy property which could be exercised “by 
notice in writing”. The plaintiffs posted a letter exercising this option but the letter was lost in 
the post and the plaintiffs claimed specific performance. The Court of Appeal held that the 
option had not been validly exercised. Lawton LJ stated that the plaintiffs were unable to do 
what the agreement said they were to do, namely, fix the defendant with knowledge that they 
had decided to buy his property. There was no room for the application of the postal rule since 
the option agreement stipulated what had to be done to exercise the option. 

 
 イギリス法では、契約が成立するためには 4つの要件（22ページ参照）が必要とされています。
上記で紹介したケースは、そのうちofferとacceptanceについて論点となったものです。 

 これらを読んでも、何がなんだか分からない…と不安に思う方もいるでしょう。私自身、一ヶ

月授業を受け、契約に関する知識を得ていましたが、はじめはどうやってプレゼンテーションを行

えばよいのか正直分かりませんでした。次のページでは、実際のプレゼンテーションの流れを紹介

します。これを読んでもらえれば、それほどプレゼンテーションが難しくないということが分か

っていただけると思います。 

A.Takamatsu 
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Ｃａｓｅ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ/判例紹介 
 
◆プレゼンテーションの進め方 

【１】Factの紹介 

前のページで紹介したものは、大部分がその事件で実際何が起こったのかという、Fact(事実)

の説明です。 

  ただし、プレゼンテーションの中では、いかに事

実を分かりやすく伝えるかが、とても重要です。

ほとんどのグループが小道具を使ったり、当事者

になりきって演技をしたりすることで、聞き手に

事実を伝えました。 

 先生の Jackieには、自分達の言うことを覚えて、
何も見ないでプレゼンテーションをするようにと

言われました。これはなかなか難しいことでした

が、実際、話す内容を覚えているほうが、自信を

持って演技や説明をすることができました。 

【２】Legal Questionの提示 

Fact をふまえて、いったい何が法的に問題となるのかをここで紹介します。この問題をどうや
って解釈するかが、判例の理解に大きく影響しますので、Legal Question を正確に把握すること
はとても大事です！ 

【３】Holding 
  Holdingとは判決のことです。実際にどんな判決が下されたのかを、ここで述べます。 

【４】Reasoning 
  Reasoningとは、Holdingにいたった理由です。Legal Questionをどのように解釈したのかを、
ここで説明します。 

【５】Q&A 

Jackie はもちろん、ＰＡや学生たちからも様々な質問をされます。いかに自分たちが扱ったケ
ースを理解しているかがここで問われます。しっかり勉強しておきましょう！ 

 

 以上がCase Presentationの流れです。プレゼンテーションはグループワークですので、みんな
で協力すれば、学習はもちろん劇を作ることもすごく楽しいです。実際のプレゼンテーションで

は、各グループとも工夫を凝らしていて、とても分かりやすく笑いに溢れたものを作り上げてい

ました。 

 Case Presentationをやり遂げることで、授業で得た知識を自分のものにすることができ、また、
英語を話す力はもちろん、プレゼンテーションのスキルも身につけることができます。不安にな

ることは何もありません、精一杯楽しみましょう。               

 
 A.Takamatsu 
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Ｍｏｃｋ Ｔｒｉａｌ/模擬裁判 
 
帰国が迫りつつある 4 週目、私たちは研修のクライマックスともいえる模擬裁判を行いました。

このページでは私たちがどのように模擬裁判をやり遂げたかを順を追って紹介します。 
【１】資料を受け取る 
約 1週間前に、事件の概要や証人とその証言、裁判の手順が書いてある資料が配られました。模

擬裁判で扱うのは刑事事件で、裁判長、弁護士、検察官、被告人など一人に一役があらかじめ割り

振られてありました。私は最初の自己紹介で将来検事になりたいと言ったためか、Prosecutor（検
察官）を割り当てられていました。まさか検事のデビュー戦をイギリスですることになるとは！  
                                                                   
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                                       
                                                                                        
                            － 法廷の様子 －  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【２】読み込む 
 資料を手に入れたら、まずは目を通して全体像を理解しました。そして事実関係、当事者関係、

証言を頭の中でいいので整理します。どんな役を演じるとしても、全員が事件について理解してお

くことが不可欠です。やってみて痛感しましたが、裁判では論理的な主張が不可欠です。そして論

理的に主張を構成するには、事件をしっかりと理解していることが大前提となるのです。この後は

何度も資料を読んで事実を洗い出し、攻めるポイントを探していきました。 
N.Ukai 

                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                                      
                                                                                       

◆事件概要 
 ケンブリッジ大学内で殺人事件が発生！ 
事件発生の直前、被害者と揉み合いの喧嘩を

していたところを目撃された男子大学生が逮

捕された。彼の元カノは、彼が短気で、暴力事

件の前科があると証言し、被告人自身も警察の

取り調べで自白した。しかしその後一転して無

罪を主張。別の証人による、被告人はうつ病を

患っているとの証言や、警察の取り調べが不当

だった可能性も出てきた。 
果たして判決の行方はいかに…！？ 

◆法廷 
 裁判は Prosecution（検察）側と Defense（弁護）側の双方 2人ずつの Barrister（弁護士）
による尋問が中心となります。証人は検察側と弁護側に分かれており、検察側の証人には検察

が Examination in chief（主尋問）を、弁護側が Cross examination（反対尋問）を行います。
証人が弁護側の時は逆になります。特にカギとなるのが Cross examinationであり、ここで双
方が互いの矛盾を指摘して相手の主張を突き崩そうとします。まさにこれが裁判の醍醐味とい

えるでしょう。 
 裁判にはこの他に、Judge（裁判官）、Court Clerk（書記官）、Court Usher（廷吏）、Head Juror
（代表陪審員）などが登場します。 
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Ｍｏｃｋ Ｔｒｉａｌ/模擬裁判 
 
【３】作戦会議 

Defense側と Prosecution側に分かれて、尋問でどのような質問をするかを決めました。資料に
は事件の概要や証言が大まかに書いてあるだけなので、尋問の内容は自分たちで考えるのですが、

この質問が裁判の勝敗を左右するといっても過言ではなく、本当に頭を使う作業でした。 
質問項目は examination in chief、cross examinationそれぞれ 5個までで、その中で自分たち

の主張や相手の矛盾点などを裁判官や陪審に上手に示さなければなりません。双方 Barrister、
Solicitor（事務弁護士）、Witness（証人）が集まって、どのように質問すれば効果的か、相手はど
のように切り込んでくるかの予想などを話し合って質問を練りました。まさに作戦会議です。みん

なやるからには勝ちたい！と本気で取り組んでいました。私も気分は完全に検事でした！ 
 
【４】台本を完成させよう！ 
 質問項目が出来上がったら、お互いに見せ合って次は相手の質問に対する答えを考えます。これ

は主に証人役の人が自分に対する尋問の答えを作りました。Defense側はとても手強い敵で、よい
質問、つまり私たちを困らせる質問を考えてきていたので、苦労しました。苦労したといえば、も

らった資料に書かれた証言だけでは答えられない質問の答えを考えるのは大変でした。最終的に、

互いに資料の中の証言に詳しい設定を付け加えつつ、何度か質問を手直しして台本を完成させまし

た。また、冒頭陳述や最終弁論もそれぞれ作成しました。 
 
【５】練習する 
 完全に台本が出来上がったら、あとは練習あるのみです。裁判官は威厳たっぷりに、被告人の恋

人なら泣いて見せるのもアリだよ、などと PAからアドバイスをもらい、ちょっと恥ずかしそうに
しながらもみんな役になりきろうとしていました。陪審員に伝えるときには、わかりやすい話し方

と同時に、感情に訴えかけるのも効果的で大切なことなのだと改めて知りました。 
 
【６】本番！ 
さあいよいよ本番です。みんなそれらしく見えるようにスーツを着たりしてやる気は十分！会場

の模擬法廷も本物さながらで、一気に緊張感が高まりました。そして Judgeたちがカツラやガウン
を身に着け全員がポジションにつくと、厳かな雰囲気の中ついに開廷しました。 
 私も含めみんながとても緊張しているのが伝わってきましたが、証人の警官は怒りをあらわに、

被告人の元彼女も涙をぬぐう迫真の演技を見せ、被告人の弁護士もとても説得的な弁論を繰り広げ、

練習よりずっと良い本番になったと思います。陪審の評決がどうなったかはあえて伏せておきます。

ぜひ皆さん自身で体験してください。何事も経験しなくちゃわからない！私は終わった後は素晴ら

しい達成感を味わえた、とだけ書いておきましょう。                 
 
 

N.Ukai 
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Ｆｉｎａｌ Ｅｘａｍ/試験 
  
長いようで短かった法学研修も、やっぱり最後はこれで終わります。はい、テストです(笑) 今

年の問題は、全部で 2つのセクションに分かれていました。セクション Aが与えられたテーマにつ
いて書く legal essay、セクション Bが授業で習った内容を使って解く problem solving question 
(事例問題)でした。もちろん 2問とも必答です。どんな問題が出たのか気になるところですよね？ 

そんな皆さんの期待にお応えして、私たちが受けたテストのセクション Bの問題(problem solving 
question)を紹介してしまいましょう!! 

 

【Section B】 
Brian and Alan are neighbours.  During June 2011 Brian was a nuisance neighbour and 

would create a lot of noise, for example with late night parties, which disturbed Alan.  In July 
2011 Brian stopped making loud noise and stopped being a nuisance neighbour because he 
wanted to become friends with Alan. 

Alan was so thankful for Brian’s new friendly behaviour that on 1st August 2011 Alan 
promised to pay Brian £100 in return for Brian having been quiet in the month of July 2011.  
Alan has not paid Brian the £100 as promised.  Brian wants to bring a claim against Alan for 
the £100.  Advise Alan. 
 
 こうやって問題を見ると、怖気づいてしまう人もいるのではないでしょうか？ 当たり前です。
問題文が英語で書かれているし、かつ、イギリス法の契約に関する知識がないと解けません。まし

て解答を全て英語で書くなんて… NO WAY!! って感じですよね。ケンブリッジに行く前の僕が見
てもそんな感じだったと思います。 
 でも!! 実はこの研修に参加したほとんどの人が、実際にテストを受けたときには、この問題の論
点は何なのかをしっかりと見極め、解答していました。普段の Jackie の授業はもちろんのこと、
PA ディスカッションや、グループプレゼンなどを通して多くのことを主体的に学ぶので、理解度
を相当高められたことが要因だと思います。実際、ケンブリッジで学んだことは今でもなかなか忘

れていません。その証拠に、帰国して少し時間がたった今でもイギリスにおける契約に必要な 4要
素(offer, acceptance, consideration and intention to create a legal relation)は忘れていません
(笑) 。おそらく研修に参加したみんなが覚えていることでしょう。こうやって知識を蓄えたあとの、
図書館での最後のテスト勉強は割と苦にはなりませんでしたし、むしろ充実感にあふれていました。

留学前の状態だったら考えられないことです。僕が何を言いたいかというと、「ケンブリッジでの

一ヶ月間の研修は、それだけ大きく私たちを成長させてくれる」ということです。 
 「難しそうだな」、「自分にはついていけそうもないな」、と思って躊躇っている人がいるとした

ら、それはもったいないなと僕は思います。逆にたった一ヶ月で、こんなに難しいことを英語で理

解できるようになるってカッコいいって思いませんか？ チャレンジあるのみです!! 
 

M.Otaka 
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Ｐｒｏｇｒａｍ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ 
 
今回私たちのケンブリッジ留学にあたり、ケンブリッジ大学の学生・大学院生たちが Program 

Assistantとしてケンブリッジ留学をサポートしてくれました。PA Discussion（授業の復習）や
Activityの企画など、大変お世話になりました。 

 
 
 
上の写真の二人が今回 Law Courseを担当してくれたトム＆クロウドです。 
この２人は、アシスタントとして授業に参加したり、PA Discussionを開いて授業の補足を付け

加えてくれました。また、裁判傍聴や、Field Tripに付いてきてくれたりもしました。 
 模擬裁判の時やテストの時には、PA にその内容や文法を確かめてもらったり、アドバイスをも
らって下さい。彼らはいつも私たちをサポートしてくれます。 
 また、彼らも学生で年が近いので、プライベートな話でも盛り上がれます。日本について興味を

持っていたので、いろんな日本語を教えてあげました。例えば、チャラ男とかガチムチとか。 
 

 
 

S.Iwasaki 

Tom Brown 
トム 

Claude Francois 
クロウド 
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Ｐｒｏｇｒａｍ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Law 以外の他のコースにも PA が付いており、PA は日中 PA ルームにいます。彼らはそれぞれ担当

のコースを持っていますが、担当コース以外の学生にももちろん対応をしてくれます。 
休日の旅行のプランを話すと、目的地までの行き方や泊まる場所についてアドバイスをしてくれます。 

 また、アクティビティのときはもちろんのこと、食堂やディナーのときにも PAと話す機会はありま
す。積極的に話しかけてみましょう。日本のお菓子を差し入れると喜んでくれるかも…？ 
 ただし、PA は旅行会社の駐在員ではありませんし、ほとんどが学生です。アクティビティの提案や
旅程の確認をしても良いですが、無理なお願いはやめましょう。 
 

 
 
 

A.Tadenuma 

Dennis Wang Kassra Rashidian Juliet Scott-Barrett 

Sophie Harrold Frankie Sanders Hewett 
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英語対談 
 
ケンブリッジ大学での法学研修後の某日に、編集委員、そしてこのプログラムを支えてくださっ

た先生方との間で対談が行われました。 
このページではその一部をご紹介します！ 

 
◆Why did you decide to apply?  

Masanari： I’ve been interested in studying abroad so I thought this program 
would be a great step to study abroad. 
Yuma：There are a lot of other language study programs. Why did you choose 
this one? 
Masanari：Cambridge is one of the most prestigious universities in the world. 
There are many courses for studying English but this course is for studying 
English Law in Cambridge. I think it is perfect to take part in. 

Shinpei：In my case, I knew about this program through advertisements on the internet. At 
first, I couldn't decide whether to take part in this program, because it costs a lot of money.  
But my parents got behind me, and I'd like to go abroad during my university life. Besides, I 
want to be a lawyer dealing with foreign company law, so I decided to choose 
this course. 
Asami：Then this was good experience for your future plan. 
Yuma：That’s just about priceless.  
 
◆How do you feel about this program now? 
Yuma：This program was for 32 days. Did you feel it was long? 

Shinpei：Certainly, I felt it was too long for me at first, but after I went to 
Cambridge, I thought 1 month was too short.  
Yuma：I think so. There were many fantastic events!  Well, what aspect of the 
program left an impression on you, Kensei? 
Kensei：Something which left an impression on me was the discussion in class. 
It is a different atmosphere from a Japanese university class. In Japan, 

students only listen, but in Cambridge, we discussed with the professor and other students, so I 
think we became more enthusiastic and positive.  
Yuma： What did you do in your class or group?  
Kensei： In Sue and Bea’s language classes, we studied various topics. 
Especially, my most favorite one was on interview skills for job hunting. That 
benefited me very much. We really enjoyed the class and I think it gave us a 
passion for studying new things, and we worked very hard. 
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英語対談 
 
◆Fascination of Cambridge 
Yuma：Mr.Eto and Mr.Komuro came to observe our class, case presentation and Mock 
Trial .What was your impression about our class and student? 
Mr.Komuro：As a whole, it was extremely good. We saw case presentations of some typical cases 
relating to contracts. Actually, for a Japanese law student, the concept of ‘consideration’ in 
contract law is very difficult to understand. However, they totally understood the case and key 
elements and they did very understandable play. I think it was excellent and impressive. 
Ayaka：Students played very well. They looked like actors or actresses. 
Mr.Eto：This is great experience for you that you have studied in the surroundings of 
Cambridge. Students looked bright, and we can never look like that in our class and seminar. It 
was impressive that they got over their difficulties together.  
Yuma：We experienced a part of the great atmosphere of Cambridge. It was incredible. By the 
way, we heard you graduated from Cambridge University. What do you think about the 
fascination of Cambridge University, James? 
Mr.Sharp：There are several things about Cambridge which are quite different. The first is the 
level of independence that students have in their work. You don't get told what to do. Instead, 
you decide with your professor what work you want to do each week, and then after you submit 
it, the professor helps you to develop it further. A piece of work is never 'good enough' because it 
can always be improved.  
Second, living together in small colleges means that students are always engaged in many 
academic, creative or political projects with each other – music, art, 
journalism, theatre, debating, protesting – and they organize everything by 
themselves. This aspect of student life was one of my favorite things.  
Finally, the age of the university (800 years old) means there is a big mix of 
traditional and modern elements to student life.  
Kensei：That sounds so wonderful! 
Mr.Sharp：There are some problems though. Unlike Japan, all British universities (except one) 
are national universities, and funded by taxes. In today’s thinking, that means our universities 
have a duty to provide equal opportunities for all young people in Britain, regardless of who 
they are. But in the past, society had a different idea about who should go to university. For 
most of its history, Cambridge only accepted small numbers of elite upper-class men!  
Today, a disproportionately large percentage of students at Cambridge still come from rich 
families who first send their children to very expensive and high-quality private schools, rather 
than the (free) state schools that anyone can go to. That now seems unfair to many people. The 
balance of student backgrounds is slowly becoming more equal each year, but changes in 
society’s values can take place much more suddenly than reforms of old institutions.  
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英語対談 
 
◆Legal Study Abroad Course（留学基礎講座 C） 
Masanari：We studied the elementary knowledge before departure, so we could understand it. 
Mr.Komuro：The contents of Legal Study Course（留学基礎講座 C ）is the best arrangement for 
the Law Course. Before studying in Cambridge, students could acquire a basic understanding 
of the issues and so they could prepare for the Summer Law Course. 

Yuma：Yes, in our experience the students who want to participate in this 
program don't need to worry about their knowledge of English law. 
 Masanari：But if we prepared perfectly before going to Cambridge, we 
wouldn’t have needed to go to Cambridge. 
Mr.Komuro：No, if you prepare better, you can study more deeply. 
Asami：I think, studying  “in English” is important. 

Masanari：That is the point. Sometimes we couldn’t convey what we wanted to say to Jackie or 
Claude or Tom. So brushing up our English is an important thing before going. 
 
◆Through the Cambridge Summer Law Course 
Yuma：What is the goal of this program? 
Mr. Eto：The purposes of this course are to help students become confident when they go abroad 
and to prepare students for employment that requires dealing with law in English. 
Ayaka：When I was a 2nd year student, I wanted to try to study abroad 
but the program to study law was stopped then, so I couldn’t do it. But 
this year, we could get the chance to go to Cambridge, so I’m very 
happy.  
Mr.Eto： This program started last year. As we looked around 
Cambridge and visited students both these last two years, I felt 

admiration for the atmosphere in which the town and the university 
are unified. 
Asami：I wish this course will continue and future students of MEIJI 
will also enjoy Cambridge. 
Mr.Sharp： Yes, I think Meiji students can really benefit from this 
course. Meiji students are very capable people and good team players, 
with very strong ambitions for their future careers. My image is that 
they are very eager to find a role in society that will really test their 
abilities. This course is the perfect way to start that journey. 
 

Knock, and it shall be opened unto you！ 
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参加希望者の皆さんへ 
 
今回研修に参加した私たちから、参加を検討しているみなさんにぜひとも伝えておきたい情報や、

ちょっとしたアドバイスをまとめました。参考になれば幸いです。 

 

◆持っていってよかったもの 

・キャッシュパスポート（日本であらかじめ自分の口座に入金をしておくことで、イギリスの ATM

を利用して現地でお金を引き出すことができます。また、残高がなくなってしまった場合も、日

本から家族の方に振り込んでもらうことが可能です。） 

・パソコン(授業での調べもの、情報収集、資料作成など、非常に役に立ちました。) 

・長めの LAN ケーブル(部屋でパソコンをつなげるのに使います。部屋によって、机までケーブル

が届かない場合もあるので、2mは最低あったほうがいいでしょう。) 

・留学基礎講座ＣＩで使用したプリント（授業の予習・復習に大活躍しました。） 

・クロ●クス、まぁサンダル（バスルームから自室へ戻る際に便利でした。） 

・日本食（恋しくなります。帰りの飛行機の中で味噌スープに涙したのは内緒です。） 

・電源タップ（部屋にコンセントが１箇所しかない場合もあるため。) 

・洗濯ネット(下着などを乾燥機に移動させるときにバラバラだとめんどうなので。笑) 

・湿布（一日中観光して疲れた足に。笑） 

・ヒート●ック(想像以上に寒いです。9月になると最高気温が 15度の日もありました。) 

・地球の●き方などのガイド本(あらかじめ行きたい場所をピックアップしておきましょう。) 

 

◆持っていかなくてよかったもの 

・国際学生証（明治大学の学生証があれば十分でした。） 

・暇つぶし用の本（授業に遊びに大忙し！暇なんてありません！日本でも読める本なんて置いとい

て、全力でイギリス法を勉強し、全力で遊びましょう！） 

 

◆持って行った金額 
現金＋カードもしくはキャッシュパスポートが便利です。現金 10万円＋カード、現金 5万＋キ

ャッシュパスポートに 15万入れておく、など。カードには上限額がある場合があるのでご注意を。
中には現金 20万円のみを持っていったけれど足りなかった、なんて人も。 
 

◆事前にしておいた勉強 

・留学基礎講座ＣＩ！この授業は本当に素晴らしいです。この授業を受けていなかったら、現地で

の授業についていけなかっただろうという声が続出。むしろ、この授業でしっかり勉強しておけ

ば心配ありません！  

・独自に単語力強化をしておくべき。ある程度会話表現用の単語を知っておかないと、授業であてられ

ても答えられないなんてことに・・・。長いスパンでコツコツやっておくといいです。 
・TOEICの勉強をしておけば心強い。 
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参加希望者の皆さんへ 
 
◆事前に準備しておけばよかったこと 
持ち物に関しては、基本的に現地調達可能ですので、特に心配する必要はありません。 
事前の勉強に関しては、「単語をもっと事前に調べておけばよかった」との声が多くありました。

授業中、日本語でなら言えるのにー！というもどかしさを回避するためにも、知らなかった単語や、 

これから使いたくなるであろう単語をノートにまとめておくと便利です。 

また、イギリスには、世界に誇る文化が数多くあります。映画や演劇、文学、音楽、ミュージカルな

どさまざまな文化について、事前にもっとチェックしておけばよかったなと思うことが多々ありました。

たとえば、シェイクスピアの演劇を観に行った時は、本で読んでおけばもっとストーリーを理解できた

のに！と思ったり、出会ったイギリス人に「僕はハリーポッターが大好きなんだ！」なんて言われた時

には、映画を全部観ておけばもっと熱く語り合えたのに、と悔しさを感じたり。せっかくイギリスに行

くのですから、事前にイギリスについてよく知っておくと、さらに楽しめること間違いなしです。 
 
◆この研修を通じて得たものは？ 
・勉強に限らず、向上心が上がったと思います。 
・何事にも積極性に取り組めるようになりました！ 
・達成感、特に模擬裁判を成功させた時はこの上ないものがある。 
・就活でも役立つようなコミュニケーション能力を得ることができた気がする。 
・外国人の方と多く話す機会に囲まれていることで、英語を話すことに対する抵抗がなくなった！ 
・大学生活だけじゃなかなか出会えないであろう最高の友達が作れた！ 
・日本の法律だけじゃなく、学生時代に英米法に触れておけたのは大きなアドバンテージだと思う。 
 
◆感想を一言でどうぞ 
・一言では表せない！百聞は一見にしかず。 
・向こうでの暮らしに馴染めるか、ホームシックにならないかなど心配はあったけど、楽しくも頼

もしい仲間に囲まれてそんなことには全然ならなかった！ケンブリッジ最高！ 
・比較的長い期間をケンブリッジ、しかも学内で過ごせるのはなかなかできないことだと思う！こ

の貴重な機会を是非生かして欲しい。 
・留学費が高いと感じてる君！留学費以上の体験が確実に君を待ってるぞ！ 
・さんざん応募するか悩んだけど、参加して本当によかった！ 
・世界観が変わった。こんな体験はケンブリッジ留学でしか味わえないと思う！ 
・インターンか留学かで悩んだけど、ケンブリッジ法学研修にしてよかった！ 
・とにかく、全ては行けばわかります。 

＼あなたの参加をお待ちしています！／ 
 
 

Y.Tajima／S.Hayashi 
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研修概要 
 
※こちらに掲載しますのは 2011年度の研修概要です。2012年度参加希望者の方はお間違いのな

いようご注意ください。 
 
【研修実施概要】 
◆期間 

2011年 8月 8日（月）～9月 8日（木） 
 
◆参加人数 
 18名 
 
◆宿泊先 
 Cambridge University, Corpus Christi College 
 （http://www.corpus.cam.ac.uk/） 
 
◆研修費用 
 ¥650,000 ※寮内のカフェテリアでの食事に利用できる￡100分のミールカード代金も含む。 
 
◆単位認定 
 法学部生：研修終了後、留学関係科目 A～EⅠ・Ⅱとして 2単位を認定 
  
【研修参加にあたっての応募方法等について】 
◆応募資格 
 ・明治大学の学部に在籍する２～４年生で、法学研修の授業に参加し得る英語力を有する者 
 ・「明治大学夏期海外法学部プログラム参加申込誓約書」に合意していること 
 ・原則として、2011年度開講の「留学基礎講座 A」または「留学基礎講座 B」、および「留学基 
礎講座 C」を受講していること 

 
◆応募から研修出発までの流れ 
・2011年 4月 25日（月）～5月 11日（水）の間に応募書類を法学部事務室まで提出 

 ・2011年 5月 14日（土） 日本語・英語での面接および書類審査による選考 
 ・2011年 5月 16日 選考結果の通知 
 ・6月～7月にかけ、国際教育センター及び法学部主催のオリエンテーションに出席 
  ※それぞれ 2～3回ずつ実施 
 ・8月 8日 出発  
 
 



 

─ケンブリッジ大学夏期法学研修 2011 報告冊子編集委員より─ 
◆髙松麻美 
この冊子を通して、研修の楽しさが少しでも伝わることを願っています。作成にご協力いただい

たみなさんには、本当に感謝しています。ありがとうございました。 
◆田中優磨 
英語のみならず法学を、ケンブリッジ大学で勉強できるというのがこの研修の素晴らしいところ

ではないでしょうか。興味を持たれた方、ぜひ挑戦してみてください。 
◆石川裕也 
ケンブリッジに行って得られたものはとても大きかったです（むしろ得たものしかありませんで

した）。この経験は本当に一生ものだと思います。 
◆中村真平 
ケンブリッジで勉強できて最高でした。私が皆さんに伝えたいことは、気持ちがあれば多少の語

学力の無さは補えるということです！（もちろんしゃべれたほうがいいですが笑） 
この冊子を読んだあなた！ぜひ勇気を出してケンブリッジに行ってみてください。絶対に後悔し

ないと思いますよ。 
◆表紙デザイン：髙原勇喜 
◆インタビュー協力：江藤英樹先生、小室輝久先生、SHARP James Philip Stanton先生、倉内彩
圭、鈴木健生 
◆校正協力：浦吉由美子 
冊子作成にご協力いただいた全ての皆様に、この場をお借りしてお礼申しあげます。ありがとう

ございました。 
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