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教員挨拶 
 

◆国際的視野を広げよう！ 

法学部長 南保 勝美 

法学部では，2010 年度から，イギリスのケンブリッジ大学と提携をして，本学の夏季休業中に，ケ

ンブリッジ大学夏期法学研修を行っています。 

 この研修では，英語による授業を通じて語学を磨くだけではなく，法学セミナーが実施され，ケンブ

リッジ大学の教員から直接イギリス法を学ぶことができます。こうした授業により，日英の法制度の考

え方の相違や法律学の奥深さが再認識され，日本法をより客観的に見る目が養われ，国際的な広い視野

から法律を学ぶ意欲が一層高められることと思います。さらに，このプログラムでは，現地の学生寮に

滞在するとともに，ロンドンの国会議事堂やケンブリッジの裁判所へのフィールドトリップも用意され

ていて，イギリスの伝統や歴史なども肌で実感できるものとなっています。昨年度実施した具体的なプ

ログラム，参加学生の感想等については，この冊子をご覧ください。また，法学部のホームページ上で

も公開されています。 

 出発前には，この研修のために必要な事前研修やガイダンスを行いますが，現地での学習効果を高め

るために，事前学習授業として「留学基礎講座 AⅠ・BⅠ・CⅠ」を，研修後の効果を高める授業とし

て「留学基礎講座 BⅡ」を開設しています。これらの授業は，夏期法学研修とともに卒業単位に参入可

能です。 

 ぜひ，ケンブリッジ大学夏期法学研修に参加しましょう。そして，この研修で習得した学識や得られ

た経験を生かして，次には本学の協定校への長期留学をし，国際的視野をさらに広げてみたらいかがで

しょうか。 

 

◆Team Sprit, Guts and Objectives 

 法学部教務主任 小室 輝久 

 学生諸君からよく尋ねられる質問に，「研修に参加するためには GPA は何点必要ですか」，「TOEIC の

スコアは何点必要ですか」というものがあります。これに対してわたくしは，「いちがいには言えない」

と答えています。答えになっていないと思われるかもしれません。しかし，選考面接を行うと，GPA や

TOEIC のスコアは良くないけれども，研修に参加したら本人が確実に成長して，他の学生にも良い影響

を与えるだろうと思わせる学生が毎年必ずいて，彼ら・彼女たちも期待に応えてくれましたので，数字

だけで選ぶことはできないと考えています。 

 この研修に参加する学生諸君に求められているものは，Team Spirit（団結心）と Guts（根性）と

Objectives（目標）の 3 つです。この研修は 30 名（2013 年度は 36 名）の明大生がまとまって授業を受

け，課題をこなしてゆきますので，仲間と協力してやり遂げようとする意識が必要です。また，1 ヶ月

間の留学生活の間には，大小様々な困難に直面しますが，それらにへこたれず乗り越える精神力が必要

です。さらに，自分の将来の目標が何であり，その目標の実現のために今何をしなければならないのか

を，自覚している必要があります。 

 これらの 3 つの資質は，グローバル化する社会で活躍するためにも必須のものと信じています。学生

諸君の専門知識と語学力も，これらの資質があってこそ世界の舞台で役立つものです。精神的にタフな

学生を（あるいはそうなりたいと願う学生を）求めています。 
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This is University of Cambridge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Taroda 
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 Pembroke College 

 

             

このカレッジは 31 のカレッジの中で３番目に古い歴

史を持つものです。1347 年にペンブルック伯爵夫人に

よって設立されたもので、明治大学などでも公演が行わ

れた劇団「Pembroke Players」はこのカレッジで誕生

しました。 

University of Cambridge 

ケンブリッジ大学は 31 のカレッジからなる

日本とは異なるカレッジ制を採用する大学であ

り、ライバル校であるオックスフォード大学と

ならびイギリス国内で名門校として人々に認識

されています。また、世界大学ランキングにお

いても常に上位にあることから世界で最も有名

な大学のひとつでもあります。 

 

King’s College 

 

 

31 あるカレッジのなかで最大規模のカレッ

ジで、College 内に大きなチャペルがあります。

そのチャペルにはステンドグラスなどがふん

だんに使用されており内装など含めとても美

しいものです。 

 

 



The Life of Corpus Christi / 寮生活 
 

◆部屋 

部屋の広さは人それぞれで、どの部屋に当たるかは運です! 写真の部屋は一番狭いサイズの部屋

で、大きい部屋だとこの写真の２倍ぐらいの広さです。ただ狭い部屋にも机・椅子・ベッド・クロ

ーゼットなど最低限の物は揃っているので安心して下さい! 残念なのは狭い部屋の場合洗面台が

部屋にないことです（泣）一応同じ階の人同士で使うお風呂場に洗面台があるので、それを使って

くださいね。（部屋の掃除はハウスキーパーさんがしてくれます。） 

↓部屋                     ↓バスタブ 

    

◆お風呂・トイレ 

お風呂やトイレも寮によって広さや機能はさまざまです。シャワーとバスタブが付いているとこ

ろもあれば、シャワーのみのところもあります。（写真＝シャワー+バスタブ）まただいたいのシャ

ワーはタンクにお湯を貯めておく形式になっていて、最初に入った人がお湯を使い過ぎると最後に

入る人がお湯を使えなくなってしまうので、気をつけて下さい。 

 

◆食堂 

初めて食堂に入ったときは感動しました。まさにハリー・ポッターの食堂そのものです! 食堂は

バイキング形式になっていて朝・昼・晩、全ての食事をとることも可能です。ただ贅沢しすぎると

ミールカードがすぐに無くなってしまうので注意して下さい。 

    

◆洗濯 

寮から少し離れた所にコインランドリーがあります。金額は約２０～３０ペンスです。服が縮む

ことや色褪せることを防ぐ為に、網ネットを持っていくと便利です。 

 

T. Fukushima 
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The Life of Corpus Christi / 寮生活 
 

◆食べ物 

よくイギリスの食べ物はおいしくないと聞きますが、当たりを選べばとてもおいしいです! おい

しいものの例としては、まずイギリスで代表的なフィッシュアンドチップス、後はステーキやカレ

ー、イギリスの伝統的な料理であるトライフル（デザート）などが挙げられます! もちろんポテト

もおいしいです。イギリス料理には必ずと言ってもいいほどポテトがついてきます。（笑） 

それからやっぱりイギリスと言えばアフタヌーンティーですよね！本場のスコーンやクッキー、

紅茶はどれも絶品です。日本のものとは全然違います！ ただ、正式なアフタヌーンティーのセッ

ト（紅茶とサンドイッチ・スコーン・ケーキが三段になっているもの）は日本円で最低でも 3000

円以上はするので、あまり安くありません。（泣）なので紅茶とスコーンのみの「Cream Tea」がお

すすめです! ちなみに、私は研修生の中で一番イギリスの色々なスコーンを食べましたが（笑）、

ケンブリッジの近くにある「Aunties Cafe」というお店のスコーンが一番おいしかったです。金額

はスコーンのみで￡2.5前後だったと思います。ぜひ食べてみて下さい! 

 

 

↓チキン・オニオンリング・フィッシュ＆チップス   ↓カレー・ステーキ・ハンバーガー 

    

 

↓食堂の朝ごはん               ↓「Aunties Cafe」のスコーン 

    

                                     

T. Fukushima 
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Food of Cambridge 
 

「イギリスの料理っておいしいイメージがわかない…」「食堂だけじゃなくて外食したい！」 

なんてお困りのあなたのために！おすすめのケンブリッジグルメをご紹介します♪ 

 

≫パブ編 

☆イーグル…ケンブリッジの名物パブ。朝から晩まで大勢の人で賑わ

っています。ここのおすすめはフィッシュ＆チップスですが、パイや

ステーキなど他のメニューも豊富でチャレンジしてみる価値ありで

す！ 

★アンカー…ジャッキーに「ここのフィッシュ＆チップスが№１」と

言わしめたパブ。衣がさっくさくでおいしいです。席が空いていれば外のテラス席がおすすめ。ケ

ム川に面した席で風を感じながら頬張るフィッシュ＆チップスは最高ですよ^^ 

 

≫世界各国料理編 

☆テリアキ…お寿司、天ぷら、カレーライス、牛丼などが食べられる日本料理店。日本のビールも

飲めちゃいます♪ おすすめは再現率の高いカツ丼。 

★ヌードルショップ…日本ではお目にかかれないであろう、不思議な組

み合わせのラーメンが食べられるかも。 

☆中華料理…炒飯、焼きそば、うどん、ラーメンなど麺類が充実。 

★他にイタリアン、インドカレー、ネパール料理などのお店もあります。 

 

≫マーケット編 

☆ベルギーワッフル屋さん…フランス人のお兄さんが一枚一枚焼いてくれます！ 

★ジャーマンドッグ屋さん…ケンブリッジにはホットドッグの屋台がたくさんあるけれど、マーケ

ットにでているお店のソーセージは絶品でした！ 

☆タイのヌードル屋さん、夜になるとトラックで出現するハンバーガー屋さん、串焼き豚肉をスラ

イスしたものとリンゴソースを一緒にサンドしたバーガー屋さんなどなど、マーケットには日替わ

りで屋台がくるのであきません^^ 

 

いかがでしたか？食堂で友達と食事するのもいいですが、街に飛び出しておいしいものを探すの

も楽しいですよ！忙しい勉強の合間にぜひ！お気に入りグルメを見つけてみてください(^^)/ 

C.Mikami 
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The Memory of Law Study 
 

◆Law Lecture 

授業のほとんどを占めるのが、Jackie先生が担当するイギリス法の授業です。日本のように教授

が生徒に対して一方的に教える“受け身”の授業ではなく、机をコの字に並べるうえ少人数で受け

るのでかなり発言もしやすく、先生や友人と意見を交わしながら和やかに授業は行われました。基

本的には Jackie がイギリス法について講義をしていくのですが、名誉棄損（Defamation/libel）

についての有名な判例を実際に発行された新聞記事を読んで学び議論したり、商品を製造している

会社がその製品に対して一定の責任を負うべきとする概念（product liability）を認めた判例を

映像で学ぶなど、バリエーション豊富な授業で楽しく学べました。 

 

 

（↑ LAW LECTUREで使用したプリントとノート）（↑実際のプレゼンの様子） 

 

◆CASE PRESENTATION 

イギリスの契約法で重要とされる５つの判例をグループごとに分かれてプレゼンテーションを

しました。先生からはかなり大雑把な情報しか与えられないので、各自で図書館に行き law 

report(判例集)を読んで、夜遅くまで論点やプレゼン方式について話し合いました。自分達が担当

する判例以外については予備知識がないので、「いかに英語でクリアに伝えるか」が大変でしたが、

プレゼンが終わった時の達成感は格別でした。 

 

◆LAW TALK 

この研修では現役の弁護士である方にケンブリッジ大学に来て頂き、実際の法律の現場について

話を聞くという貴重な機会があります。それぞれ Barrister（法廷弁護士）と Solicitor（事務弁

護士）がお一人ずつ来ていただき、barristerと solicitorの仕事の違い、弁護士の仕事における

やりがい、なぜ弁護士を目指したか、などこの研修でしか聞けない話をたくさん聞くことができま

した。将来、国際弁護士や国際法務を目指す生徒にとっては、将来像を明確にするのにとても役立

つ話が聞けるのではないでしょうか。 

M.Sugimoto 
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Law Field Trip 
 

 Law courseでは、イギリス法の理解をより深いものにするために、研修期間中の一日を使って

実際にロンドンに足を運び、The Royal Courts of Justice（英国王立裁判所）の見学、および Inns 

of Courtの散策を行いました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Royal Courts of Justice（英国王立裁判所）

には控訴院と高等法院が置かれています。さらに様々

な資料や物品の展示も行われており、建物そのものも

築 100年を超える歴史的な建造物です。残念ながら内

部の写真撮影は禁止されているので、2013年度の研修

に参加をし、ご自分の目でご覧ください！ 

 

Inns of Courtとは、Barrister、すなわち法廷弁護

士を目指す者を対象とした訓練施設です。訓練施設と

いっても広大な敷地の中に宿舎や図書館があり、一つ

の大学のようなイメージをしていただけるとわかりや

すいと思います。 

 

 

 

Y.Ito 
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Field Trip 
 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA Activity 
    

 PA  Activity とは、PA（Program Assistant）が様々な遊

びやスポーツ、そして旅行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。とても忙

しい毎日で、予復習も大変ですが、合間を縫って可能な限り

多くの Activity に参加すべきだと思います。PA と、授業に

関すること以外で触れ合う機会を持ち、より一層仲良くなる

絶好の機会です。 

 

ストーク vs アーセナルのサッカーの試合を観戦後、ストーク

の専門記者に、わざわざ日本から来たストークファンというこ

とで、記事として取り上げてもらいました。試合自体も大変熱

戦で盛り上がり、応援も白熱しました。 

 

イギリスと言えば、みんなの憧れであるアフタヌーンティー！ 

色々なマナーはありますが、PA に教えてもらいながら、緊張す

ることなく、ゆっくりと楽しむことができました。 

 

土日を使い Bath,Oxford,Stonehenge,Cotswolds 

へのバス旅行ツアーもありました。Bath はお風呂

である bath の語源となっています。テルマエロマ

エでも有名な Roman bath だけでなく、町自体が世

界遺産に登録されており、クレッセントムーンであ

ったり、夜はライトアップされるバース寺院等の歴

史ある建造物に心打たれました。また、Roma bath

の近くにはイギリス唯一の温泉スパがあり、屋上の

温泉からバースの街並みを一望できるとともに、ケ

ンブリッジの寮ではシャワーしかないので、大変リフレッシュすることができます。 

 

Cotswolds は世界一美しい町と言われておいます。緑の丘、 

はちみつ色の綺麗な家、というように絵本の世界がそのまま

現実に表れているような美しい町で、汚れた心が洗い流され

るようでした。 

また、コッツウォルズのスコーンは信じられないぐらい美

味しく、ほっぺたがとろけ落ちそうでした。 

 

 

                             H.Tsuzuki/S.Tanihara 
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PA Activity 
    

週末の夜にはクラブやボーリング、バーにも行けます！現地の夜

を一人や数人で歩くのは不安が付きまといますが、PA 達と一緒に

行くことができるので、楽しめる上に、不安が解消されます。また、

一度行くことにより、次回からは PA なしで臆することなくいける

ようにもなります。 

 

 

 

週に二日ほど様々なディナーにも連れていってくれます。

これはインドカレー屋の様子です！甘いココナッツカレー

は頼まないように・・・。 

和食の TERIAKI という店は日本食が恋しくなったとき

に皆で食べに行きました。少々割高ではありますが、背に

腹は変えられません。勉強で行き詰

ったときは是非ご利用ください。 

カツ丼がお勧めですよ！ 

 

テスト後にはハリー・ポッターミュージアムに行きました！ここは 2011

年にできた大人気の博物館で予約しないと行くことができません。イギリ

スに来て、このミュージアムが一番楽しかったという人もいる程です。ハ

リー・ポッターのファンなら必ず行くべきですね。他にも、ここでしか飲

めないバタービールであったりと、変わった物も飲食することができます。 

 

 

このように、数えたらキリがないほどの楽しい

企画をたくさんしてくれます。自分一人で旅行計

画を立てて旅行することも楽しいですし、せっか

くの機会ですからチャレンジして欲しいですけれ

ども、勉強に集中しすぎて旅行に行く計画を立て

ていない、時間に余裕が出来た、というときは是

非とも参加して下さい。PA 達も自分の時間を割い

て企画してくれていますので、参加者が喜んでく

れると本当に嬉しそうでした。皆さんの参加を、

PA はお待ちしております！ 

 

          R.Domatsu 
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Passion for Cambridge 
 

 



Passion for Cambridge 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passion for Cambridge 

 

 

  



Passion for Cambridge 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passion for Cambridge 
 

 

このほかにもケンブリッジ市内には美しい観光地がたくさんあります。ぜひとも自分の足でまわっ

てみるのはいかかでしょうか？ 

 

 

K.Magruder 
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Schedule / 研修日程 

○E ：語学授業 ○L ：法学授業 ○G ：Guest Lecture  PA：PA Discussion  ○F ：Formal Dinner 

 

 2012 年度からは、Law Course の授業は法律に特化されたものとなり、語学授業の名前も Legal 

English に変更されました。法学研修の参加者は 2 つのグループに分かれ、一日に語学・法学の授業が

2 コマから 3 コマ行われます。また 2012 年度からは Guest Lecture が開講され、ケンブリッジ外部の

講師の方々が、イギリスに関する諸問題や様々な国際的問題について授業を行ってくださいます。 

 当然すべての授業が英語で行われるため、内容のすべてを理解することは困難です。そこでこの研修

のサポートをしてくれているＰＡが、週に 1～2 回 PA Discussion を行ってくれます。これはＰＡによ

る各授業の補講のようなもので、わかりやすい英語で授業内容をじっくりと説明してくれます。 

 もちろんこの研修は授業が全てではありません。週末は基本的に自由行動となっています。各自でイ

ギリスの様々な場所に旅行に出かけたり、ＰＡが企画してくれるアクティビティに参加したりしてイギ

リスでの生活を楽しむことができます。 

 この研修中には 3 回のフォーマルディナーが行われます。フォーマルディナーでは男子はスーツ、女

子はドレスに身を包み、語学・法学研修の参加者、各コースの先生方やＰＡが集まり、ワインや美味し

い食事で楽しい時間を過ごしました。もちろんオレンジジュースやリンゴジュースなども用意されてい

るので、アルコールを飲めない方もご心配なく。 

 この一か月は一日一日が本当に魅力的です。様々な困難も待ち受けていますが、すべてのことに積極

的に参加し、皆さんもイギリスでの生活を全力で楽しんでください。 

 

Y.Ito 
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Ms. Jacqueline R. Thomas 講師紹介 
 

 私たちの授業（Guest Lecture 以外）を担当して下さったのが Ms. Jacqueline R. Thomas です。

私たちは Jackie と呼んでいます！ここでは Jackie について紹介します！ 

 

◆とにかくフレンドリー！ 

 私たちが楽しく授業を受けることができたのは Jackie の人柄にあると思っています。私たちの

名前をすぐに覚え、2 回目の授業では名前で呼んでくれました。とても積極的にコミュニケーショ

ンをとってくれる先生です！授業前後にも「今日のお昼は何を食べたの？」「元気？」と話しかけ

てくれ、英語を話すきっかけを授業外にも作ってくれました。また、これまで多くの日本人学生と

接してこられたので、一緒にご飯を食べたときには日本とイギリスの違いから恋愛観までと幅広く、

日本人の私たちが興味を持ちやすい話題を振ってくれました。たどたどしい英語でも Jackie はゆ

っくり聞いてくれるので恐がらずに楽しく英語を話すことができます。 

 

◆一人一人のことをよく見てくれる！ 

1 クラス 15 人でしたが、Jackie は一人一人のことを気にかけ、性格まで見

抜いていたように感じました。授業中にそれだけよく見ているということです。

分からないことがあっても、顔を見て分かるのか、Jackie はそれに気付いて

「OK？」「今言ったこと分かった？」と声をかけてくれるので分からないこと

も質問しやすいのです。現地での授業で置いていかれるのではないかと不安な

人も心配することはないです。また、たとえ間違った答えをしてしまったとし

ても、落ち込むことのないような雰囲気を常に Jackie が作ってくれるので授

業中は積極的に発言できるようになります！  

◆Jackie の英語 

Jackie の英語はとてもわかりやすいです！最初はスピードが早くて難しいことを言っているよ

うに感じるかもしれませんが、慣れてくると、簡単な単語を選んでくれていることや街で聞く英語

より何倍もわかりやすいことに気付くことができます。Jackie のおかげで専門的な法律の授業も楽

しく勉強することができました。 

 

このように Jackie は本当に素敵な先生です！みんなの母のような存在でした！授業や英語を話

すことをこんなに楽しく思わせてくれたのは Jackie のおかげです。とは言ってもやっぱり英語に

不安がある人、「皆の言う『英語ができない』よりもできない！」なんて思う人もいると思います。

正直、私はおそらく研修生の中で 1 番英語ができない状態で参加しましたが、現地ではできないこ

とに恥じらいは一切持たず、素直に分からないことを質問したので皆と同じフィールドで勉強する

ことができたと思います。Jackie なら受け止めてくれる気がして英語に不安があることも言えまし

た。だから英語に関して心配することは本当にありません！むしろ少し不安なくらいでも、自分の

成長と達成感を感じることができるのではないかと思います！ぜひ挑戦してみてください！想像

以上の楽しさ、そして Jackie がケンブリッジであなたを待っています♫ 

Y.Sato 
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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. 

 

（メッセージは 2011 年度のものです。） 
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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。 



Legal English / 語学講義 
 

◆語学授業とは何ですか？ 
 語学授業は、ノートのとり方や文献のまとめ方をはじめとして、イギリス法以外のことを英語で学ぶ

授業です。2012 年度から法学の授業時間が増えたので、語学授業の時間数は法学授業の半分程度とな

りました。担任であるジャッキー先生の英語はとても聞き取りやすいので、英語力に不安があっても問

題なく受講できます。 

◆語学授業では、具体的にどういうことをやるのですか？ 

 授業の内容は一言で表せないほど様々ですが、どの授業でも英語を使うということは確かです。法学

授業やゲストによる授業よりも、アウトプットをする機会が多くなると思います。授業内容の例として、

2012 年度に行ったもののうちいくつかを紹介します。 

・英語クイズ 

 ケンブリッジ最初の語学授業では、グループ対抗のクイズを行いました。ジャッキー先生がホワイト

ボードに名詞を書きますが、回答者はそれを見ることができません。回答者以外のグループメンバーが

英語でヒントを伝え、回答者を答えに導く必要があります。 

・会社の設立 

 学生同士のグループを会社に見立て、教室内で活動するという授業でした。この授業で行うことは主

に二つあり、一つはビジネスプランの考案、もう一つは採用活動です。ビジネスプランの考案は学生が

自ら行い、会社ごとにまとめたアイデアをプレゼンテーション形式で発表します。発表されたビジネス

プランにそれぞれの学生が投票し、一位に選ばれた会社が多額の投資を受けられるという設定で、2012

年度は日本料理店を考案したグループがその栄冠を勝ち取りました。そして、そのビジネスプランを動

かすために行うのが採用活動です。他社に所属している学生に引き抜きをかけ、お互い合意に至れば採

用となります。 

・ノートの取り方 

ノートのとり方は学習の効率に密接に関わってきます。日本ではまだ馴染みの薄い、マインドマップ

やコーネルメソットのような手法を習得し、効率的なノートを取れるように手助けしてくれます。 

・生き残りゲーム 

 生き残りゲームは、沈みゆく沈没船の中で、誰が救命ボートに乗るべきか話し合うゲームです。各人

に役(発明家や大富豪のような)が与えられ、どの役の人が助かるべきでないか決めます。これもやはり

全て英語なので、楽しむと同時に勉強にもなると思われます。 

◆英語が苦手でも、語学授業についていけますか？ 

 法学授業にも同じことが言えるのですが、英語が使われるからといって尻込みする必要はありません

し、それで留学を断念するのはあまりにもったいないことだと思います。今年度参加者の英語力は様々

でしたが、英語力が低いから授業に参加できないということはありませんでした。ついていけるかどう

かという不安は杞憂になると思われます。とはいえ、外国で英語の授業を受けることに不安は当然だと

思います。研修への不安を払拭し、授業を楽しんで受けたいというのであれば、留学生向けの授業であ

る留学基礎講座を受講しつつ、よく使う英語表現を軽く学習しておけば良いのではないかと思います。 

 

R.Takahashi 
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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。 

◆Introduction to the English Legal System  

イギリス法の基本的な概念や起源などについて初めに学びます。イギリス法は日本法と大きく異な

るということを実感しました。 

◆イギリスの裁判制度について  

イギリスでは、どのような種類の裁判所がどういった役割を担っているのか。またどのように裁判

が進められているのかについて学びます。留学基礎講座で学んだ知識が役に立ちました。 

◆死刑制度について 

死刑制度に賛成派と反対派にわかれ、それぞれの立場から意見を交換しました。また自分の立場と

その理由についてレポートを書きました。 

◆裁判員制度について 

裁判員制度の歴史や目的について学びました。またその長所と短所について、様々な視点から考察

し、意見を交換し合いました。とても重要なセクションなので、より一層集中して授業に臨みまし

ょう。 

◆イギリスにおける契約法について 

まず契約の成立要件について学びます。その後、それぞれの要件における、重要な判例について各

チームでプレゼンテーションを行います。準備に少し時間はかかりますが、とてもやりがいがある

楽しい時間でした！ 

◆国会と立法について 

どのように法が作られていくのかについて、国会の仕組みを俯瞰しながら学びます。 

◆EU 法について 

イギリス法における EU 法の役割とその変遷について学びます。留学基礎講座で学んだ知識が役に

立ちました。 

◆模擬裁判 

それぞれの役割に別れ、模擬裁判を行います。この研修のハイライトです！ 

 

外国のしかも法律ということで、少し身構えてしまうかもしれませんが、実際の内容はそれほど

難しくはないと思います。留学基礎講座で基本的な知識は学べるので、出発前にもう一度復習して

おきましょう。また先生の Jackie はとても明るく授業を進めてくれるので、楽しくイギリス法に

ついて学ぶことができると思います。 

英語能力に自信があり、余裕のある方はぜひ日本法の知識を深めて出発してください。様々な部

分でイギリス法と日本法は異なっているため、比較する機会が多くあります。Jackie を含め、現地

の人は日本法ひいては大陸法に深く通暁していないので、「日本法ではこの場合、こういう結果に

なります」と答えることが出来れば、授業も発展してより深い議論が出来ると思います。実際に、

自国である日本法について、明快に説明することが出来ない場面があり歯がゆい経験をしました。 

いずれにせよ、法学授業はとても面白く、時間が経つのが早いです！ぜひ参加してください！ 

                 R.Sekine 
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How to Enjoy Cambridge 
 

2012 年度のケンブリッジ大学夏期法学研修では、参加者は皆揃って「楽しかった」と言って日

本に帰国しました。もちろん私も例外ではありません。それだけ生活が充実した研修だったという

わけです。しかし、それは決して遊んでいたから楽しかったのではありません。皆 1 か月の間学問

に励み、生活をしたからこそ味わうことができた「楽しかった」なのです。ただでさえ内容が難し

いのに、それを英語で学ぼうとするわけですから、皆様も不安があると思います。そこでこのペー

ジでは、どのように学問と英語の生活と向き合ったかを私なりに書いていきたいと思います。 

こうした環境で学ぶ上で大事だと感じたことが二つあります。そのうちのひとつは「ふてぶてし

さ」です。ふてぶてしさというのは、失敗を恐れずに発言するそれのことです。本資料をお読み頂

ければわかるかと思いますが、Law Class や Guest Lecture で扱う内容はいずれも難しく、PA や

先生の手助けなしでは到底理解し得ないものでした。ですから、頭を抱えて当然です。しかし逆に

言えば PA 達が手を貸してくれるので、最終的には大体のことは理解できるはずです。したがって、

その場ですぐに理解できないことに焦りを感じることはありません。大事なのは根気よく諦めず続

けていくことです。私が真に皆様に心がけてほしいなと思うことは、発言することを恐れないこと

です。理解できないのは仕方がないことですが、理解しようとしなければ前に進めないでしょう。

ですから、PA に頼りっぱなしになるのではなく、難しい講義でも自ら手を挙げて発言することを

してほしいなと思います。授業中だろうと、図々しく手をあげて質問したり、意見を述べたりする

そのふてぶてしさが、自分だけでなくクラスを次のステップへ導いてくれるでしょう。日本とはス

タイルが違うので戸惑うことはあるかもしれません。しかし本研修はイギリスで行われます。イギ

リス様式の授業を楽しみましょう。講師のジャッキーの授業では、ジャッキーのほうから発言を求

めてくることが度々ありますが、ジャッキーに指名される前に自分から積極的に発言していくこと

を心掛けて頂きたいです。 

二つ目は、「モチベーション」です。これだけのハードワークをこなすわけですから、当然スト

レスが溜まる人が出てきます。私自身、研修中何度も息切れしました。しかしこれも気負う必要は

ありません。自分が頑張りすぎただけなので、そんなときは頑張った自分にご褒美を与えましょう。

例えば私は、授業が終わってどうしようもなく疲れたときは自分に牛乳を一杯ご馳走してあげたり、

昼寝をしたり、友人と話をしたりしました。本当に辛いときは友人に相談するのもいいと思います。

そして一休みを終えたら、気を入れなおしてその日やったことを復習し、Guest Lecture の予習に

移るのです。つまり、自分に対してのアメとムチを使いこなせということです。疲れやストレスは

持ち越さないことが大事なのです。ジャッキーや PA の方々も口を揃えて言いますが、研修をエン

ジョイする心の余裕は常に持ち合わせていたほうが勉強は持続しますし、やっていても辛いという

ことはありません。 

学ぶ心がけは非常に大事ですが、それを持続させる心のケアもそれと同じくらい大事です。私は

決して勉強することが得意ではないのですが、それでも本研修での学習は充実していましたし、本

当に楽しいものでした。皆様にも、自分を追い込まずケンブリッジで楽しく学ぶということを心得

て貰いたいです。そして、帰国するときに私たちと同じように「楽しかった」と言っていただけた

らたら幸いです。 

S.Ban 
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How to Learn at Cambridge 
 

前ページでは研修での心構えについて書きましたが、このページでは現地で学ぶ上で身につけて

おきたい知識などについて触れます。 

まずは事前学習についてです。ケンブリッジ大学で学ぶ上で、事前学習は何をしたほうがいいか

は皆様も気になるところだと思います。私も出発前は不安がありました。ただでさえ難しい法学を

英語で学ぶわけですから、そう感じるのは自然なことでしょう。しかし、意外にも研修の事前学習

プログラムとして指定されている「留学基礎講座 C」をしっかりやっておけば、Law Class に関し

ては特に問題ないでしょう。逆に私がついうっかり手を抜いた部分は、クラスから遅れを取ってし

まっていたかなと感じることがあったので、留学基礎講座 C で取り扱ったことは頭に叩き込んでお

いたほうが授業の理解は深まるでしょう。これに関しては、2011 年度参加者も、2012 年度参加者

も満場一致で同意するところだと思います。 

Guest Lecture は 2012 年度から導入されたこともあって、私達は大学側から指定された事前学

習が一切ありませんでしたが、受けてみた身としてはやはり事前知識がないと授業を英語で理解す

ることは極めて困難だったように感じました。講師の話すスピードが速いというのもありますし、

内容もまたハイレベルなものですから、PA Discussion で PA たちの説明があってはじめて理解し

たという人も少なくありません。私自身非常に苦労しましたし、最後まで PA に頼りっぱなしなと

ころがあったと思います。しかし私は国際法に関しては事前知識がわずかながらあったので、その

回だけは他の回よりも頭にしみ込んでいました。自分の興味のある分野だけでも簡単にかじってお

く程度の知識はつけておくと、いざ受講する際に大いに役に立つでしょう。 

また、「どうすれば英語が上達するのか」という質問はよく聞かれます。確かに英語の修得は本

研修のもうひとつの重要な目的です。それをせずに帰国するのはあまり望ましくないでしょう。で

は、どうやって英語を上達させるか。前頁と似たようなことを書きますが、特別な勉強法があると

いうより、それはとにかくやってみることに尽きます。2012 年度研修の最初の夜、James House

先生は英語上達のコツを三つ伝授してくださいました。一に”Practice”, 二に”Practice”, 三

に”Practice”です。要は、実践で使えということです。日本にいる間は、机に向かって英語を勉強

することがほとんどだったと思います。しかし、せっかく英語圏に身を投じるわけなのですから、

学んだ英語を現地で実践しないのは少々勿体ないような気がします。例えば、前頁で述べたように、

授業中に積極的に発言する姿勢も”Practice”の方法です。授業の勉強以外でも、積極的に街に繰り

出して、カフェでコーヒーを買って店員とのやり取りを楽しみましょう。週末はより足を伸ばして、

自分の英語で街を歩いてみるのも楽しいものです。また、PA と雑談するのも良いでしょう。特に

趣味が共通している場合は話が盛り上がります。話すことをためらってはいけません。授業でも、

日常生活でも、おしゃべりであるくらいがちょうどいいと思います。 

本研修で学ぶことは決して簡単なことではありません。英語で生活することも難しいでしょう。

ですが言語を学ぶ上で一番大事なことはやはり”Practice”なのです。その”Practice”精神を持って研

修に臨めば、帰国する頃にはイギリス法の知識と英語と自信を身につけていることでしょう。 

 

 

S.Ban 
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Guest Lecture 
 

今年度の目玉、と言ってもいいくらい研修生に鮮烈な印象を残した“Guest Lecture”について

ご紹介します。おそらく去年度にはないくらいのやりがいがありました。この授業は普通の講義が

終わった後に、主にペンブルックカレッジの日本ルームと呼ばれるところで行います。全部で計 9

回の講義でした。 

      

◆講義内容 

毎回テーマが違いました。以下、今年度の講義テーマと,それを担当してくださった講師の方々

の紹介をします。 

① Matrimonial Property, Maintenance and Marital Agreement-European and Comparative 

Perspectives. / By Dr. Jens Scherpe 

② The law of contract / By Mr. Paul Davies 

③ Humanitarian intervention / By Dr. Kimberley Trapp 

④ Comparative law: methods and questions / By Dr. Matt Dyson  

⑤ Equity and trusts / By Mr. Paul Davies 

⑥ Objectives of international criminal justice / By Mrs. Sarah Steele 

⑦ Interfacing tort and crime / By Dr. Matt Dyson 

⑧ An introduction to international environmental law / By Ms. Alice Zeri 

⑨ Unmarried cohabitation and law- European and comparative perspectives / By Mr. Jens 

Scherpe 

このようにテーマは多岐にわたります。そのため、ときどき自分が全く分からないテーマが出て

きて、まったく意見が言えないということもしばしばありました。どの講義もそのテーマに関する

エキスパートの方々が講義をしてくださります。ですから、基本的な知識から、とても深い内容ま

で幅広く学ぶことができます。                          Y.Kondo 
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Guest Lecture 
 

◆先生が個性的 

中にはバンバン質問を投げかけてくる人もいます。ものすごく早口な先生もいます。訛りがある

先生もいます。声がとても小さい先生がいれば、声がとても大きいのにマイクを使うので逆に聞き

づらいという先生もいました。加えて、先生達の経歴は、ケンブリッジ大学を卒業して、研究職に

ついていたり、オックスフォード大学に編入したり、ロンドン大学の講師であったり、ケンブリッ

ジ大学で実際に教えている先生であったりと、日本ではまず授業をうけることができない先生たち

でした。ですから、授業のレベルや質はかなり高いと思います。授業はパワーポイントを使った授

業、動画を使う授業など多種多様でした。 

 

◆事前学習 

毎回 Guest Lectureの講義の前に次の講義のテーマが書かれた紙とそのテーマについての大量の

プリントが渡されます。本当に大量です。これを読むことで、なじみがないテーマでも安心して授

業に臨むことができます。ただし、たまに資料とあまり関係のない授業が行われ、前知識があまり

なく混乱してしまうことも…。 

しかし、基本として、配られた資料には目を通すべきです。テーマによって専門的な英単語がごろ

ごろ出てきたりするので、それらをある程度知らないと全く話についていけなくなります。予備知

識があると授業内容がより理解できると思います。 

 

◆事後学習 

講義後わからないところが出てしまっても大丈夫です。そのために PA discussion があります。

PA discussion とは、週に 1，2 回全員で集まり、学生達が理解できなかったところを PA に質問し、

全員が理解できるように分かりやすく教えてくれる場です。そこでは、みんなの理解があいまいな

点やわからなかった点について活発な議論が行われました。PA は私たちが理解できるようになる

まで丁寧に教えてくれます。逆に私たちがある程度理解が進んでいる分はより詳しく教えてくれま

した。また、友人と分かっているところ、分かっていないところをお互いに言いあって、相互に補

っていました。 

 

◆最後に 

今年度から始まったプログラムということもあって、かなりチャレンジングな内容もあり最初は

ついていけるかとても不安でした。しかも、ゲストレクチャーの内容は最後の試験の範囲になって

いるので勉強は必須でした。完全に理解できるようになったとは言いませんが、予習、復習、そし

て貴重な講義ということを繰り返すことで、かなり充実した時間を過ごすことができました。今で

はゲストレクチャー無しの研修なんて考えられない! と思います。つらい部分もありましたが、そ

れをやったんだ! という自信や、もっと勉強しないとだめだ! という反省は今後の自分を大きく成

長させてくれます。いろんな意味で破壊力抜群！のぜひ存続してほしいプログラムの一つです。 

 

Y.Kondo/S.Tanihara 
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Court Observation / 裁判傍聴 
 

研修中には、講義やゲストレクチャーといった教室内での授業だけでなく、実際に裁判所へ赴き

裁判を傍聴します。2012 年度の研修では County Court と Magistrates’ Court の二つの裁判所で

裁判を傍聴しました。裁判所は二つともケンブリッジ市内に位置しており、普段勉強するコレッジ

から歩いて行くことが出来ます。 

 

 ◆County Court(県裁判所) 

County court は民事事件を管轄する裁判所です。イングランドでは基本的に民事事件は High 

Courtで始まりますが、訴額5万ポンド以下の事案のほとんどはまずCounty Courtで扱われます。 

主に扱われる事案は、損害賠償請求訴訟や離婚請求などで、contract law（契約法）や tort law

（不法行為法）に関わる事案が多数を占めます。 

また、企業が事件を持ち込む場合も多くあります。私たちが傍聴したケースも会社間の紛争に関

わるもので、契約し注文したものと異なる大きさの窓枠に対する損害賠償をめぐる訴訟でした。 

近年では民事手続きに関する法律の改正により各裁判所の役割が従来とは大幅に変化しており、

County Court ではより迅速かつローコストな紛争解決が求められるようになりました。その利点

に着目し、County Court に裁判を持ち込む企業が多くあります。 

 

 ◆Magistrates’ Court(治安判事裁判所) 

その名の通り、Magistrates と呼ばれる治安判事が審理を行う裁判所です。すべての刑事事件は

この裁判所から裁判が行われ、その 95 パーセントがここで裁判を終えます。 

「判事」とありますが、正確には Magistrates には法曹資格を持つ stipendiary magistrates と

それを持たない lay magistrates がおり、約 2 万 8000 人の magistrates のうち、約 120 人のみが

前者とその大多数を後者が占めています。傍聴に行くケンブリッジ市内の裁判所でも、審理を行う

のは lay magistrates です。Magistrates は jury と judge を併せ持った性質を持ち、各事件におい

て事実認定と法の適用の両方を行います。(量刑権限が足りない事件については Crown Court（刑

事法院）に付託します。) 

扱われる事件は刑事事件がほとんどですが、一部家事などの民事事件を扱うこともあります。私

たちが傍聴したのは、ある一家で起こった家庭内暴力についての裁判でした。 

 

M.Kanemaru 

S.Akagi 
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Court Observation / 裁判傍聴 
 

裁判傍聴に行った際には必ず、Court Observation Report というレポートに事件内容を記録しま

す。Court Observation Report は以下の 7 つの部分から構成されます。 

 

  ⅰ) Name of Court 

       どの裁判所に行ったのか。どんな事件を傍聴するのか知るうえで重要です。 

  ⅱ) Key Figures and their roles 

キーとなる裁判関係者とその役割について。 

  ⅲ) Court Layout 

       原告/検察・被告/被告人の位置など、裁判所のレイアウト。 

  ⅳ) Atmosphere 

       裁判所の雰囲気。県裁判所では意外にも比較的緩やかな感じの中行われていましたが、治 

 安判事裁判所はやはり緊張した空気でした。 

  ⅴ) Summarize the key points of the case 

       事件の要点をまとめます。 

  ⅵ) Notes about the defendant, prosecution and defense 

       被告/被告人、検察側や被告側についてのメモ。 

  ⅶ) Verdict 

       判決。 

 

裁判はもちろん講義とは異なり学生が理解しやすいように行われるということは全くなく、また

専門的な用語や言い回しが使われる為、理解に必要な事すべてを聞き取ることは難しいかもしれま

せん。しかし、PA が同席して傍聴するため、聞き取れなかった点なども後に行われる PA discussion

で補うことが出来ます。その後、完成させた Court Observation report を提出します。 

 

 裁判傍聴は、教室で学ぶ法律が実際に生活の中で起こった事件について適用されるのが目に見え

る絶好の機会です。話される英語はとても速くて聞き取るのが難しかった部分もありましたが、傍

聴後に仲間と内容について話し合うことや、PA がサポートをしてくださったおかげで理解を深め

ることができました。 

 

M.Kanemaru 

S.Akagi 
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Case Presentation / 判例紹介 
 

1, Case Presentation とは何か？ 

Case Presentation とは、イギリス法の有名な判例をクラスメイトに対して分かりやすく説明す

る授業です。具体的には、まず Jackie 先生から契約締結に関する５つの判例が与えられます。学

生は５つのグループに分かれ、キャンパス内の図書館やインターネットなどを駆使して判例の情報

を収集し、分かりやすく整理したうえでプレゼンテーションをします。 

 

2, どんな判例をプレゼンしたのか？ 

まずは、私たちが実際に使用した判例を一部紹介します。イギリス法では、契約が成立するため

には４つの要件（offer, acceptance, consideration, intention to create legal relation）が必要とさ

れています。以下の判例は、そのうち offer と consideration に関わる事例です。 

 

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 

defenfant 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. 

CONSIDERATION 

◆Re McArdle(1951) 

A wife and her three grown-up children lived together in a house. The wife of one of the 

children did some decorating and later the children promised to pay her £488 and they signed 

a document to this effect. It was held that the promise was unenforceable as all the work had 

been done before the promise was made and was therefore past consideration. 

 

 これらを読んでも、よく分からないのが普通です。しかし、不安になる必要はありません。事前

授業や研修で習うことを一つずつ、着実に身に着けていけば、事例の意味を理解できるようになる

はずです。 

ですが、この授業はあなたが理解するだけでは終わりません。クラスメイトに理解させる必要が

あります。というわけで、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。 

これさえおさえれば、Case Presentation は a piece of cake！！ 

                                  T.Ohmichi 
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Case Presentation / 判例紹介 
 

3, プレゼンテーションの進め方 

 

 

 

 

 

 

【1】 Fact（事実） 

前のページで紹介したものは、おおよそ事件の事実説明です。このプレゼンテーション

では、事実を分かりやすい英語でオーディエンスに分かりやすく伝えることが重要です。 

ほとんどのグループが小道具を使い、当事者になりきっての演技をまじえながらプレゼ

ンテーションをしました。なかには化粧をして女性役を演じる男子学生もいました。 

 

【2】 Legal Question（法的問題） 

Fact を踏まえて、法的に問題になる点を提示します。 

一番問題になったポイントを外さないようにしましょう。 

 

【3】 Holding（判決） 

実際にどのような判決が下されたのかを述べます。 

判決は図書館にある判例集やインターネットを使って調べます。 

 

【4】 Reasoning（論証） 

裁判官が Legal Question をどのように解釈して判決を出したのかを説明します。 

 

【5】 Q＆A（質疑応答） 

Jackie 先生とクラスメイトからの質問に対して答えます。 

 

以上が Case Presentation の流れです。【1】～【4】の項目を意識しながら、核となる部分とあ

まり重要ではない部分を整理しながら情報を集めるのがコツです。情報収集はキャンパス内の図書

館にある判例集やインターネットを利用します。 

実際に Case Presentation を行ってみて、資料のなかから必要な情報を選別する能力が重要なこ

とを感じました。また、ひとに分かりやすく説明するためには自分のなかで知識が整理されている

必要があることも改めて感じました。 

この授業はグループワークなので協力が重要です。演技や小道具も工夫して、分かりやすく面白

いプレゼンテーションをしましょう。 

 

T.Ohmichi 
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       Mock  Trial / 模擬裁判 
 

帰国まで残り約１週間となった研修の第４週目、私たちは研修の醍醐味の１つでもある模擬裁判

をケンブリッジの観光案内所に併設された模擬法廷で行いました。このページでは私たちがどのよ

うに模擬裁判を成し遂げたのか順を追って紹介します。 

 

【１】 資料を受け取る 

 模擬裁判実施日の約１週間前、事件の概要や証人とその証言、裁判進行の手順について書かれて

ある資料が配布されました。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、

陪審員などの役が各人に割り振られました。英会話に長けていたためか、私は法廷で唯一の裁判官

である Judge（裁判長）の役が割り当てられました。滞りなく裁判進行を行う責任重大な役です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Ishii 
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◆事件概要 

 ある日ケンブリッジ大学内で学生が転落死した。 

事件発生直前、被告人はその学生と揉みあっていた

ところを目撃され、知らせを受けた警官により、後

に逮捕された。被告人の元カノは、被告人は短気で

過去に暴力事件を起こした前科があることを証言

し、警察の取り調べでは被告人自身も自白をしてい

る。しかし現在被告人は一転して無罪を主張してい

る。また、証言で被告人がうつ病を患っている可能

性や警察の取り調べが不当であった可能性が浮上

してきた。 

 この事件の判決の行方はいかに……！？ 

◆裁判の手順 

 裁判は Prosecution（検察）側と Defense（弁護）側の双方２人ずつの Barrister（法廷弁護

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とってそれぞれ有益な証言を行い

ます。全ての証人は証言台に立つときは必ず Court Usher（廷吏）に先導されます。そして証

人が Court Clerk（書記官）に尋ねられ宣誓を行うと、尋問が開始します。 

 先に行われる検察側の尋問で証人はまず検察による Examination in chief（主尋問）を、続

いて弁護側による Cross examination（反対尋問）を受けます。検察側の全証人に対する尋問

が終わり、弁護側の証人に対する尋問が始まると先に弁護側が尋問を始めます。特に Cross 

examination（反対尋問）では双方の矛盾点を手繰り寄せ、相手の主張を崩すうえで重要な場

面となるといえます。まさに裁判の醍醐味と言えるでしょう。 

 裁判にはこのほかに有罪・無罪を判断する Jury（陪審）やその判断を Judge（裁判官）に伝

える唯一の Juror（陪審員）である Head Juror（代表陪審）、報道を行う Press（記者）など

の人々が参加・傍聴をします。 



       Mock  Trial / 模擬裁判 
 

【２】読み込む 

 資料を入手したら、まずは目を通して事件の全体像を大まかに把握します。そして、事実関係、

当事者関係、証言の内容を頭の中で整理しました。どんな役を演じるにしても、全員が事件の理解

に努めたのです。とりわけ裁判では検察側・弁護側の双方に論理的主張が不可欠となります。その

ためには、事件の内容をしっかりと理解していることが大前提となったのです。 

 

【３】尋問・台本の作成 

 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だったため、尋問の内容は検察側・弁護側が双方独

自に考え抜きました。この質問が裁判の勝敗を大きく左右するため、皆大変頭を悩ませていました。 

 質問の項目は examination in chief、cross examination でそれぞれ５個まであり、検察側・弁

護側はこの中で自分たちの主張や相手の主張の矛盾点を陪審・裁判長に示さなければなりません。

双方の Barrister（法廷弁護士）、Solicitor（事務弁護士）が集まってどのような質問をすれば効果

的かを予想し話し合っていました。中立の立場から見ていた私は双方の気迫に圧倒されました。  

 主尋問の質問項目が出来上がると証人役の人はどのように答えるかを決めます。その間検察側・

弁護側でお互いに質問項目を見せ合います。そして今度は双方ともに反対尋問の質問内容はどのよ

うなものにするか話し合い決定していきます。これらの過程で問題となったのは資料の内容だけで

は答えられない質問への対応でした。どうしても必要な新事実を検察・弁護側双方にとって公平で

あるように設定していきました。 

 主尋問・反対尋問とそれに対する証人の回答を台本にしていく傍ら、裁判長は陪審に伝える事件

の事実、法律問題をまとめ、検察側・弁護側は最終弁論をまとめました。 

 

【４】練習 

 台本が完成すると、あとは練習するだけです。例えば被告人を擁護する現恋人ならば、証言台で

泣いて訴えかけるのもアリだと PA がアドバイスをしていました。質問の内容とそれに対する回答

を知らない陪審に、英語でもしっかり伝わるように聞き取りやすい話し方を意識して皆練習してい

ました。 

 

【5】本番 

 ついに本番です。証言・発言をする人々はスーツや法衣を着ていました。Clerk（書記官）の‘Court 

rise（起立）’の一言と共にカツラとガウンを身に着けた Judge が入廷すると厳粛な空気となり開

廷しました。検察側・弁護側の熱弁は言うまでもなく、証人も含めて皆練習の成果を発揮しました。 

 陪審がどのような評決を下し、どのような判決が被告人に対して下されたかは伏せますが、是非

皆さん自身で体験してください。休みを挟んで僅か１週間という準備期間でとても大変でしたが、

日々の授業に加え、さらに充実した時間を準備や本番を通して味わえたと私は思いました。 

 

A.Ishii 
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Examination 
 

 

約一か月の研修の締めくくりには期末試験があります。もちろん問題も解答も英語です。でもそ

んなに心配しないでください。研修で学んだことをしっかり復習すれば大丈夫です。それでもどう

しても気になるひとのために研修での学習も踏まえて試験のことを少しだけお伝えします。 

私たちの年の研修では、Jackie による語学のクラスと法律のクラスが毎日あり、プラスアルファ

でさまざまな分野の法律の専門の先生が来て講義をしてくれる時間（Guest Lecture）と大切なポ

イントをＰＡが復習してくれる時間（PA Discussion）がありました。 

語学のクラスではゲームやディスカッションを行いますが、文法や論文の形式についても一から

教えられます。なので、試験の際、英語で論文を書くことになってもなんの心配はありません。余談

ですが、私は語学のクラスのスタートが９時だったのですが(一限!! )、ジャッキーはみんなの目が覚

めるよう毎日楽しい工夫をしてくれたので、朝から授業に集中することができました。 

法律のクラスでは留学基礎講座 C で学んだことが基礎となるので、留学基礎講座Ｃの内容を把握

しておけば問題ありません。それでもわからないことがあったら遠慮なく授業を中断してジャッキ

ーに質問しましょう。日本法とイギリス法との異同や、イギリスにしかない特殊な法制度もあって

興味深いことばかりです。 

それではここから、テストの具体的な対策についてお話します。 

まず、内容について簡単に紹介します。問題は１.Legal Essay  2.事例問題の二問です。Legal 

Essay ではあるトピックについて、イギリス法の体系に基づいて考察を行い、論理的な構成展開で

比較したり、論じたりします。事例問題では、イギリスの法律や判例を使って具体的な事案の解決

方法を考えます。どちらも書き方は Jackie がしっかりと教えてくれます。個々具体的な法律、判例

についても丁寧に教えてくれるので、授業で学んだ知識を復習すれば、実際のテストで困ることは

ありません。 

英語で論文!? と思った方、もちろんテスト勉強は必要ですが、あまり神経質になりすぎて、テスト

前に勉強ばかりする必要はありません。Jackie はちゃんとわたしたちのことを考えてくれています。                                                         

Jackie は大切なポイントは繰り返し教えてくれるし、あとはみんなでテスト勉強をすれば問題あ

りません。最終週の週末は試験のことが心配すぎて部屋に閉じこもってしまうひともいますがもっ

たいない！どんどん外に出てリフレッシュしましょう。Jackie も私たちの焦り方にびっくりして「も

っと遊びなさい! 」と言ったほどです。 

 これから研修に行くみなさんにとって、不安が大きいかもしれませんが、わたしにとってはこの

試験さえもいい思い出であり、できることならもう一度体験したいです。こう言っている経験者が

いるのだから日本の試験より断然いいと思います。すべての経験を、試験も含め、楽しんできてく

ださい! 

 

 

M.Oshima 
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LAW COURSE PA 
 

 「ケンブリッジに留学してみたいけど、勉強難しそうだなー」そんな心配はいりません！なぜなら、

親切なケンブリッジ大学の学生が、Program Assistant(PA) として勉強のサポートをしてくれるからで

す。勉強だけじゃなく、普段の生活についても、わかないことがあれば助けてくれます。 

 

 

        クリス                      エマ 

  

 上の美男美女が、今回の Law Course を担当してくれたクリスとエマです。二人は、一緒に授

業を受けて、週 1~2 回ある PA Discussion で、主に Guest Lecture の補足をしてくれました。また、

ケンブリッジ市内のMagistrates’ CourtやCountry Courtでの裁判傍聴の引率をして裁判の内容

を説明し、さらにエマは事実関係と判決をまとめた文書をメールで送ってきてくれました。さらに

毎回のGuest Lectureの前に予習のためのReading list(参考文献)をコピーして配ってくれました。

もう 1 か月間お世話になりっぱなしでした。 

 ここまで読むと、勉強のことが中心な感じがするかもしれませんが、そんなことはありません！ 

一緒にクラブに行ったり、近くのパブに行ったり、ラグビーに誘ってくれたりします。「クラブに

行ったことないよ」って言ったら、エマに「赤ちゃんじゃん！」って言われました。悔しかったの

で「ビール飲めないじゃん」と言い返すと「私は女の子だからビールは飲まないの。甘いお酒が好

きなの！」と主張しはじめ、日本との共通点を発見することができました。つまり、何が言いたい

かというと、PA はすごく親切でフレンドリーなので、すぐ親しくなれます！とりあえず話しかけ

まくることをお勧めします。研修が始まって、それなりに仲良くなってくると、恋愛の話とかもで

きたりします。日本にいたらなかなか知ることのできない内容についても質問して、教えてもらえ

ます。 

イギリスの人は、基本的に日本についてほとんど何も知らないので、逆に日本のことを教えるの

も面白いです。「マジキチ」などといった、最新の日本語を PA に教えてあげましょう！ 

 

Y.Shibasaki 
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Other PAs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law Course 以外の担当をしてくれた PA のみなさんです。様々な活動を通して Law Course の学生

とも仲良くしてくれます！みなさんとってもいい人です！                       Y.Ito 
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Elizabeth J. Rush 

 

Becky Bing King 

 

Hannnah Robins 

 

Jenny Haigh 

 

Katia Knight 

 

Jack Hurst 



Messages for future participants / 英語対談 

 

２０１２年度ケンブリッジ大学夏期法学研修を終えて、今回の研修について先生及び参加学生に

インタビューしてきました！！これを読めば、どのような希望者を求めているか、おのずとみえて

くるはずです！！ 

 

Interviewee: Prof. Komuro (留学基礎講座C 担当) （以下、Prof K） 

Mr.James Sharp （留学基礎講座A 担当）（以下、JS） 

Eri Yanagisawa （２０１２年度研修参加者）（以下、EY） 

Interviewer: Masaya Sugimoto （同上）（以下、MS） 

 

MS: First, Prof Komuro, let me ask you a question. What are you looking for to next 

participants? 

 

Prof K: I would like to see people who are highly motivated and good at team-working. First, 

motivation is necessary to overcome difficulties you will face during the Course. Whatever your 

aims are, it is important to set your own goal and actually achieve it. Secondly, team-working 

spirit is also essential because the participants sometimes need to work together to get over 

difficulties. 

 

MS: What is the relationship between “Academic Skills for Study Abroad C” and lectures in 

Cambridge? 

 

Prof K: In Academic Skills for Study Abroad, students will learn the basics of the English Law. 

Students must understand those basics such as English legal system and contract law which 

are directly related to the contents you will learn in Jackie’s Law lecture in Cambridge. 

 

MS: How did you feel when you visited Cambridge to observe the classes? 

 

Prof K: In Jackie’s class, the students were working very actively and seemed to understand 

well. However, at a Guest Lecture, since the content was a bit too specific for the participants, 

the students might have faced with a difficulty. At the Mock Trial, they clearly showed how 

things are carried out in actual trial. 

 

MS: Now let me ask you some questions, Mr. Sharp. What is the difference between Cambridge 

and Meiji? 

 

JS: There are mainly three points. First of all, lifestyle is the most different point. Meiji 

students go to the university from their homes while most Cambridge students are living in  
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Messages for future participants / 英語対談 

 

college. As a result, Cambridge students have more chances to help each other or ask 

professors for advice. Students in Cambridge focus on their study and they are prohibited from 

having a part-time job. Secondly, the way of studying is also different, in terms of independence. 

Cambridge students have two types of classes, lectures and supervisions. Lectures are optional 

and students just sit and take notes, like in Japan. But Supervisions are different. They are 1:1 

classes. Students write an essay each week for their supervision, and the professor discusses it 

with them for an hour. It's really scary! Of course, students make a lot of mistakes; however, 

they get better by thinking through their mistakes. Last, the relationship between teachers 

and students is different. In Japan, it is not so common that professors are close to students 

while in Britain, teachers and students make a close friendship quite often. 

 

MS: How is the Law Course different from Meiji's Special Lecture Programme? 

 

JS: I think this law programme in Cambridge is much tougher and more intensive. 

Simultaneously, this programme will give you chances to cope with others, to make a progress 

and to have a closer relationship with PAs. 

 

MS: Now let me turn to one of the last year's participants, Eri Yanagisawa. Eri, why did you 

apply for this program? 

 

EY: I decided to participate in this program because I would like to study law in English. I have 

been interested in native English. Since my sister speaks English, she influenced and inspired 

me. Also, the course, Academic skills for Study Abroad A, is another inspiration. I took this 

course in my freshman year and really loved the class type and the course contents.  

 

MS: How was Cambridge? Did you like it? 

 

EY: In Cambridge, people were friendly and helpful. Also, it was quietly peaceful and so it was 

the best place to study. During this program, PAs who are the Cambridge student helped us 

a lot. One of my best memories is the formal dinner we had with them. 

 

MS: Wow, sounds nice. So, it seems that some applicants who want to join this program next 

year are worrying about English. What do you think about this problem? How much English 

skill do you think they need? 

 

EY: Needless to say, to keep up with others during this program, you are required to have a 

certain level of English skill. However, actual English skill is not a big matter; what you really 
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Messages for future participants / 英語対談 
 

need is enough braveness to speak up in English. From my personal experience, I was not a 

good English speaker; however, I made it through; it is because I tried to actually participate in 

the class. I would say, what you need more than English is passion and braveness.  

 

Messages for future participants 

２０１３年度の研修に参加を希望する方へ向けて、メッセージを頂きました！ 

 

Prof. Larry Repeta （留学基礎講座B担当） 

The study of law and the study of foreign language are lifelong pursuits.  As the world 

continually grows more interdependent, the importance of these fields of study continues to 

grow. The Meiji summer program at Cambridge could be taken as an important step in 

acquiring valuable skills and preparing for future careers. Unfamiliar culture, sights, and 

language will shock people, however, it is an important learning experience. The summer 

program at Cambridge has been designed to enable students to get the most from this 

experience, concentrating on both study and relaxation to allow you to enjoy the country. Most 

importantly, it is integrated into the broader Meiji law curriculum which emphasizes the 

acquisition of important communication skills and understanding of foreign law. 

 

Mr. James Sharp （留学基礎講座A担当） 

The Cambridge course is the opportunity of a lifetime and it develops you academically and 

individually in many different ways. So, if you are interested even a little bit, don’t be shy and 

just go for it.  I am looking forward to seeing you in Cambridge next year. 

 

Masaya Sugimoto （２０１２年度研修参加者） 

People learn things through experiences. Throughout this program, I learned so many things 

that helped me to decide which direction I am going to in the future. You will struggle with 

English and also face so many difficulties such as cultural difference, however, what you 

experience will be unforgettable and beneficial for your future. Also, it is a good opportunity to 

realize how it is important to work together with others. During your stay, you take part in 

many events such as field trip and formal dinner. These events tell you about the United 

Kingdom in many different ways. Learning other culture helps to see things from another point 

of view. If you are interested, join the programme. This will mark a difference between you and 

others. 

インタビューにご協力いただいた方、本当にありがとうございました。 
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Preparation for the Course / 参加希望者の皆さんへ 

 

今回研修に参加した私たちからアドバイスをまとめました。参考にしてみてください。 

 

◆持っていってよかったもの 

・キャッシュパスポート 日本であらかじめ口座を作って入金しておけば、現地のＡＴＭでお金を

おろすことができます。残高が無くなってしまっても日本にいり家族から振り込んでもらうこと

も可能なのでお金に困ることはありません。 

・ノートパソコン レポート作成や情報収集、ジャッキーとの連絡手段にもなるので必須です。 

・LAN ケーブル Wi-Fi も通っていますが一部通じない部屋もあるので持っていくべきです。最低

２メートル以上のものが必要です。 

・留学基礎講座で使ったテキスト 現地でのお助け役となってくれます 

・サンダル 部屋からお風呂間で重宝します。現地で捨ててもいいような安いものがいいです。 

・調味料 醤油、焼肉のタレ、ふりかけなどがあると現地で友達が増えます。 

・カップ麺 現地にもあるのですがあまり美味しくありません。カップ麺があるとホッとしますよ。 

・地球の歩き方 これ一冊あるとイギリスは怖いものなしです。 

・ヒートテック エディンバラに行く計画を立てている人は必須です。 

 

◆持っていかなくてよかったもの 

・タオル 現地で買っていいと思います。また毎日ではないですがバスタオルは現地で交換してく

れるので必要ないです 

・ドライヤー 友達と現地で共同購入した方が安上がりです 

・シャンプーやボディソープ これも現地で買ってシェアした方がいいです。 

・六法などの本 本を読む暇はないです！ 

 

◆持っていった金額 

 平均 15 万円くらいでした。食事代が思ったよりも高く、ミールカードもすぐ無くなってしまい

ます。また PA アクティビティなどにもお金はかかるので多めに持って行った方がより楽しむこと

ができます。25 万くらいもっていけば豪遊できると思います。 

 

◆事前にしておいた勉強 

・留学基礎講座Ｃの勉強が一番重要です。この授業の予習復習をし、要点をまとめたノートを作っ

ておくといいです。 

・英会話の勉強も必要です。ただそんなに力を入れなくても明治大学の学生なら大丈夫です。心配

な人は市販の英会話本を暇な時にも読んでみてください。 

・ＴＯＥＩＣのリスニングを聞いて耳を慣らしておくこともオススメします。 

 

 

R.Domatsu 
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Preparation for the Course / 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、日常用品は基本的に現地調達で構わないと思います。 

 事前学習に関しては、前述した通りです。とにかく留学基礎講座Ｃさえしっかりやっておけば問

題はないと思います。また法律英単語リストなどを作ればなおよいと思います。例えば法律の授業

中に「これって英語でどう表現するのだろう」などと思ったら即実践してみて、分からなかったら

調べるなどしてみてください。そうすればどんどん知識が増えていきます。 

 イギリスのいろんな文化について触れておくのも楽しいと思います。イギリスの映画や、ミュー

ジカル、音楽などに触れておけば現地の人との会話がとても楽しくなるし、盛り上がります。例え

ば『ハリー・ポッター』や『007』を観ておけばそれだけでも大分会話ができます。また日本の文

化についてもたまに聞かれるのでいろんな日本の文化の知識を蓄えてもいいかもしれません。 

 

◆研修を通じて得たもの 

・友達 これはみんな言っていますが異国で 1 か月間一緒に生活するととても仲良くなります。 

・向上心 意識が高い人やユニークな人が多いので、とても刺激になります。 

・積極性 積極的でないと現地ではやっていけません。どんどん積極的になります。 

・コミュニュケーション能力 外国人とコミュニケーションが取れるようになるので日本ではもっ

ととれるようになります。 

 

◆感想集 

・行ってみないと分からない世界があります。興味があるなら絶対行った方がいい！ 

・一生の宝物になりました。60 万円以上の価値があります！ 

・この研修のため一年間働いて本当によかった。 

・日本に帰ってきてホームシックになった程楽しかった！また戻りたいです。 

・こんなに時間が早く経つと感じる事は一度もなかった。 

・インターンよりも研修を選んで間違いはなかった。 

・この研修に行かないで大学を卒業するのはもったいない。 

 

                            

 

R.Domatsu 
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研修概要 
 

２０１２年研修実施概要 

【研修期間】 

２０１２年８月１２日（日）～９月１１日（火） ２９泊３１日 

 

【参加人数】 

３０名 

 

【宿泊先】 

ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ学生寮 

 http://www.corpus.cam.ac.uk/about-corpus 

  

【食事】 

 コーパス・クリスティのカフェテリアで使用できるミールカード￡１００分が支給され、そのカ

ードの定額分を超える食費については各自自己負担 

 

【研修参加費】 

 ￥６３８,０１７ 

 

【単位認定】 

法学部生：「留学関係科目Ａ～ＥⅠ・Ⅱ」として２単位 

 

 

研修参加にあたっての応募方法等について 

【応募資格】 

・本学法学部の２～４年生（２０１２年４月時点）で、法学研修の授業に参加しうる英語力を 

有する者 

・「明治大学夏期法学研修参加申込誓約書」に合意していること 

・原則として、「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】 

２０１２年１月１６日（月）～４月１８日（水）応募受付期間 

４月２１日（土）日本語・英語での面接、書類審査による選考 

        ２３日（月）選考結果発表 

      ６月 ２日（土）ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト 

５～７月にかけて数回の国際教育センター及び法学部主催オリエンテーション 

８月１２日（日）出発 

Y.Miura 
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発行：明治大学法学部  

研修専用ＷＥＢページ 

http://www.meiji.ac.jp/hogaku/cambridge/ 
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