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法学部長 �� � 

 

法学部では、学部生を対象に、2010 年度から夏休みを利用し、ケンブリッジ大学で夏期法学研修

を行っています。 

 この研修では、イギリス法や EU 法に関する授業を現地の教員から受け、日本の法制度とは異な

った外国法を学びます。法律に関する授業の理解を助けるために、実務家等によるゲストレクチャ

ーやケンブリッジ大学の現役の法学部生との議論の機会も多く設けられています。さらに、授業の

理解を助けるために、少人数での法律英語の授業も行われます。日本法以外の法を学ぶことにより、

世界における法の多様性を理解し、法律学の奥深さに興味を誘発されることと思います。そのよう

な多様な法の一つとして日本法についても客観的に学ぶ姿勢が培われることが期待されます。 

 本プログラムでは、ケンブリッジに滞在中は、現地の学生と同じように学生寮に居住し、プログ

ラムアシスタントを務める現地の法学部生と交流することができます。 

 また、研修内容をより充実したものにするために、1 年次より、研修前に留学基礎講座 A・B・C

等を、研修後に研修で培ったイギリス法や法律英語の知識をさらに高めるために、留学基礎講座 D

等の授業を設置しています。皆さんの将来の進路につなげるためにも、研修後も本学での英語によ

る法学の授業を受講して欲しいと思います。 

 より多くの皆さんが積極的にケンブリッジ大学における夏期法学研修を受けることにより、グロ

ーバルな視点を培って将来に役立てることを期待しています。 

 

 

法学部�教授 �� �� 

 

 この報告書は、2017 年度ケンブリッジ大学夏期法学研修に参加した学生の皆さん全員が協力して

作成した報告書です。イギリス法や EU 法といった法律の授業の様子だけでなく、長い伝統と歴史

を体現するようなカレッジの学生寮での日常生活を含めた貴重な体験がコンパクトにまとめられ

ています。 

 研修に参加する前は、イギリスへ行くことを楽しみにしつつ、初めての海外生活に対する不安や

英語能力への不安等、不安も感じていたことと思います。しかし、現地での寮生活や授業でのグル

ープワーク等、普段の学生生活ではなかなか体験することがない経験を通じて、そのような不安も

解消していったと思います。4 週間を終える頃には、人と助けあうこと、自分とは違うもの（人、

文化、習慣等）を理解しようとすることの大切さにも気づいたと思います。 

 グローバリゼーションという言葉が闊歩する現代において、一番基本的なことは、自分とは違う

ものを知り、理解しようとする心意気ではないでしょうか。学部生という若い時期に、言葉も文化

も生活習慣も違う環境の中で皆さんが得たものは、卒業後の皆さんの人生にも大きな影響を与える

と思います。皆さんのますますの飛躍を期待しています。  
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こんにちは！私たちは 2017 年度のケンブリッジ大学夏期法学研修の参加者です。 

私たちはこの研修を通じてリアルな英国の法律や文化を学んだのはもちろんのこと、その中で参

加者 27 名にはそれぞれに忘れることのできない成長や出会いがありました。そして、そのような

経験をこの報告書で余すことなく伝えられたらと思います。 

留学をしたいけれど、どこに行って何をしたいかわからない、ありきたりな大学生活から抜け出

して刺激のある大学生活を送りたい、そんな想いでこの報告書を手にした方も多いのではないでし

ょうか。そんな人たちの一歩前へ踏み出すきっかけになってくれたら幸いです。 
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現地で行う授業は 1 コマが 75 分で、午前中の「English for Legal Purposes」、午後の

「Introduction to English Law」の 2 つに分かれています。「English for Legal Purposes」では初

歩的な法律英語の学習やそれに関するゲームを行うなどコミュニケーションを重視した授業を行

います。そして、「Introduction to English Law」では英国法の基礎を座学中心に学習します。 
 また、それ以外にも様々な分野に精通した講師を招いて行われる「Guest Lectures」や実際の英

国での裁判を想定した「Mock Trial(模擬裁判)」などが予定されています。そして、授業最終日の

翌日には研修の総括として「Exams(試験)」が行われます。 
 土・日は授業がなく、そこを利用してロンドンやエディンバラなどに行くなど自由に休日を過ご

すことができます。 
 授業についての詳しい内容は 16～27 ページをご覧ください。 
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Saturday Sunday
19-Aug 20-Aug

08.45 - 10.00 1 2
10.15 - 11.30 1 2
11.45 - 13.00 English Law 2

Lunch
14.00 -15.15
15.30 - 16.45 DG Blue DG Red

26‐Aug 27‐Aug
08.45 - 10.00 3 4 5 6
10.15 - 11.30 3 4 Court 5 6 Court
11.45 - 13.00 Visit Visit

Lunch
14.00 -15.15
15.30 - 16.45 DG Blue DG Red DG Blue DG Red

2‐Sep 3‐Sep
08.45 - 10.00 7 8 9 10
10.15 - 11.30 Court 7 8 Court 9 10
11.45 - 13.00 Visit Visit

Lunch
14.00 -15.15
15.30 - 16.45 DG Blue DG Red DG Blue DG Red

08.45 - 10.00 11 12 13 14 15
10.15 - 11.30 11 12 13 14 15
11.45 - 13.00

Lunch
14.00 -15.15
15.30 - 16.45

Introduction to Engli sh Law (Ms  Jacquel ine  Thomas) 1 Dr Jessica Corsi: Introduction to International Law and the United Nations System

Engl i sh for Legal  Purposes  (Ms  Jacquel ine  Thomas) 2 Dr Henning Grosse  Ruse  Khan: Intel lectual  Property Law
Guest Lectures   3 Dr Jonathan Morgan: Contract Law

DG Blue DG Red PA Discuss ion Groups 4 Dr Jens  Scherpe: Fami ly Law (Double  Sess ion)
Mock Tria l  and Preparation 5 + 6 Emma  Cridland and Jess  Goldring: Law Practicioners  Talk
Organised Trips  and Tours 7 Aaron Taylor: Commercia l  Contracts  ‐ Interpretation and Drafting

Dr Jonathan Morgan

Room N1

18.45 Drinks Reception and
Certificate Ceremony (OCL)
19.30 Formal Dinner (CH)

29‐Aug

Tuesday
15-Aug

22‐Aug

Wednesday Thursday

09.00 Fire and Safety (NCR)
Library Tours  and Visa Checks

Cambridge Tours with PAs
+ Scavenger Hunt

17:00 Mock Trial

19:00 Group Dinner

English Law 6

17-Aug

English Law 14

Monday
14-Aug

English Law 3

30‐Aug28‐Aug

21‐Aug

English Law 4

 
Flight QR‐007

12:00 Arrive LHR
Coach to Cambridge

 
18.00 Arrival Buffet (NCR)

Tour of College
 Shopping Trip

English Law 5
Guest Lecture 2

16-Aug

23‐Aug

English Law 11
Guest Lecture 7

5‐Sep4‐Sep

English Law 12
Mock Trial Preparation

English Law 8

Mr James Sharp
Programme Director

Evening

Evening

Evening

Ms Jessica  Goldring

1‐Sep

English Law 9

19.00 Drinks Reception (OCL)
19.30 Welcome Dinner (CH)

Guest Lecture 3
English Law 7

19.00 Drinks Reception(OCL)
19.30 Formal Dinner (CH)

Friday
18-Aug

Evening

Ms Rebecca  Algiolo
Ms Mikaela  Belcher

English Law 10

Programme Office
Room C3

Student Computer Room

Guest Lecture 1

Guest Lecture 4b

6‐Sep

Course Convenor
Ms Jacqueline Thomas

English Law 1

25‐Aug

Exam Revision with PAsMock Trial Preparation

24‐Aug

8‐Sep

31‐Aug

Ms Emma  Cridland

Dr Jessica  Corsi

Programme Assistants

Ms Jessica  Matheret
Mr Alek Napieraj

Guest Lecturers

Dr Jens Scherpe
Dr Henning Grosse Ruse Khan

Key to Rooms and Spaces
New Combination Room (NCR)

Old Court Lawn (OCL)

Mr Aaron Taylor

Corpus Hall (CH)

Guest Lecture 4a

London Trip
Supreme Court

Houses of Parliament

English Law 15

9‐Sep 10‐Sep

Coach Departs Cambridge
  Flight QR‐008

16:00 Depart LHR

Guest Lecture 5 + 6
19:45 Group Dinner

Exams

English Law 13

7‐Sep

Mock Trial Preparation
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�歴史 

イギリスで 2 番目に長い歴史をもつ、ケンブリッ

ジ大学は、1209 年に町の人々と対立してオックスフ

ォードから逃れてきた学生達がこの町で研究や教育

を始めたのを起源とする大学です。以来多くの王族

や貴族たちの援助により、ケンブリッジの町に「31

のカレッジ」を始めとする大学の施設が次々と建て

られ、世界の教育機関の中心として今もなお進化を

遂げています。 

 

����カレッジ制 

カレッジとは、敷地内に教員と学生の寄宿舎・食

堂・講堂・図書館・礼拝堂・庭園などを有する組織

のことで、ケンブリッジに 31 のカレッジが点在して

います。各カレッジで少人数制の授業が行われ、そ

の高い教育水準を保っています。また、各カレッジ

ごとの団結心が強く、ボート（レガッタ）、ラグビー、

サッカーなどのカレッジ対抗戦では、選手、

応援とも非常に熱が入っています。「町の中

に大学があるオックスフォード」と言われる

のに対し、「大学の中に町があるケンブリッ

ジ」と言われるのは、このような歴史に由来

しているように思われます。 
 
����大学ランキングと�名な卒業生 
 ケンブリッジ大学は、世界大学ランキング

4 位（Times Higher Education 2017 年 9 月

発表）に位置する世界屈指の超名門校です。800 年以上続く長い歴

史の中で学問研究が盛んに行われ、物理学の基盤の誕生や DNA 構造

の発見をはじめ、革新的なアイデアやノーベル賞受賞者を数多く輩

出しています。チャールズ・ダーウィンやオリバー・クロムウェル、

アイザック・ニュートンもケンブリッジ大学の卒業生です。このよ

うな歴史と伝統のあるケンブリッジ大学で仲間と学べる貴重な経

験は一生の宝になることに間違いありません。 
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私たちはこの研修をコーパス・クリスティ・カレッジで学びました。

このカレッジは、ケンブリッジで 6 番目に古く、1352 年にケンブリッ

ジの町に住む人々によって設立されたことで有名です。 
 
キングス・パレードという通りを挟

んで向かい側にはキングズ・カレッジ

もあり、歴史ある建造物や美しい景色

は世界中からやってくる留学生や観光客を魅了します。なお、カ

レッジは町の中心部に位置し、町の南東にある鉄道駅までは徒歩

30 分ほどかかってしまうので、出かける際は気を付けてください。 
 

 
カレッジの正門を抜けると最初に見えるのが New 

Court。正面のチャペルは大きなステンドグラスがはめ

込んであり、夜には光がともされ幻想的な雰囲気になり

ます。 
 

 

学生寮に囲まれる Old Court はドリンクパーティーや

様々な行事に使われ、人々の交流の場となっています。私

たちもここで Welcome Party や Formal Dinner の前に行

われる Drink Reception などを行いました。 

 

 
Corpus Clock は 2008 年にカレッジの卒業生の寄付によってつくら

れたカレッジの新名所です。通称“ケンブリッジのバッタ”呼ばれて

いますが、正体は時間を食べる悪魔。学生時代を無駄に過ごしてしま

ったという後悔から、「学生時代の貴重な時間を大切に過ごしてほし

い」という卒業生の願いが込められています。夜にはライトアップさ

れ、昼とはまた違った一面を見せます。 
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   この約 1カ月の研修期間、私たちはキャンパス内にある寮で生活しました。１人１つ個室が用

意され、トイレとシャワー室は共同で使います。それ以外にも小さなキッチンのような場所があり、

冷蔵庫にスーパーで買ったフルーツやジュース、ビールを入れておいて好きな時に食べたり飲んだ

りしていました。私達のメンバーの中には、そこで本格的な料理を作っていた人もおり、みんなに

鴨の丸焼きやクッキーを振舞ってくれました！  

  また、卓球やビリヤードができるスペースや                         

ペリカンバーという軽食を売っているバーが                         

あり、朝の授業前には、みんなペリカンバーに                            

寄ってコーヒーを飲んだり、空き時間に卓球                            

やビリヤードをしていました。メンバーは                         

勿論のこと、PAや James も一緒に卓球やビリ                             

ヤードをすることもあり、とても楽しく、い                        

いリフレッシュになっていました。  

  朝食、昼食、夕食は基本的にカレッジ内の                             

食堂で食べます。イギリスの料理は美味しく                             

ないと思っている方も多いと思いますが、食                             

堂のご飯は本当に美味しかったです！魚料理                             

や肉料理、サラダ、スープ、デザートなど、                             

沢山のバリエーションがあって、その中から                             

自分の食べたい物を選びます。PAや Jackie                              

先生と一緒に食べることも多々あり、授業以                             

外で交流することができました。  

  寮生活は楽しいだけでなく、勉強に適した環境でもありました。一人一人の部屋がとても近いの

で、空き時間や夜に、友達の部屋に行っては遊んでいましたが、授業の予習や復習をしたい時は、

各々の部屋に大きな勉強机があるので、集中して勉強に取り組めます。個人的には部屋のベッドが

とてもフカフカで、あのベットで寝ることが大好きでした。笑  

  寮生活でなかったら、こんなにもメンバーや 

PA と仲良くなることもなかったと思います。 

ぜひ充実した寮生活を送ってもらいたいです！  

 
 

 
6 

ペリカンバーの様子 



6 7

 

Jessica 
フランス出身のキャリアウーマン。ニックネーム

はジェス。スポーツが大好きで毎晩のように卓球

をしました。しかも、その腕はなかなかのもので

す。Solicitor を目指すケンブリッジ大学生で授業

の復習や期末試験前にはお世話になりました。さ

らに、仲良くなるとおすすめのバーに連れていっ

てくれて、いろいろなことを話してくれます。 
一言でいうとアクティブガール。 

 
 
 

Alek 
ポーランド出身のケンブリッジボーイ。 
いつもフルーツやパンを片手に食べています。 
また、いつもジムに行っていて、みんなには食べ

るためにジムに行っていると噂されていました。

いつもフレンドリーで子供のような行動をする

こともあり、みんなに愛される性格をしています。

でも実はとても勉強できます（笑）ケンブリッジ

大学の中でも賢いです（笑） 
一言でいうと愛すべきバカ。 

 
 

Mikaela 
アメリカ出身のクールビューティー。 
彼女はとても真面目です。とにかく真面目です。 
それだけしっかり者なんです。でも実はゲーム

が大好きでGame Masterと呼ばれていました。 
枝豆が大好きで、その食べ方も甘いソースを 
かけるという特殊なものです。いつでも私たち

を楽しませようとしてくれるしっかり者です。 
一言でいうとハーマイオニー。 
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1. パン��ン� 

                            

 
 

ボートの上からケンブリッジの美しい街並みをゆ

ったりと見ることができます。自分で漕ぐこともでき

るので、ぜひ挑戦してみてください！くれぐれも川に

落ちないように！！ 
 
 

 
2. 市場 
 

カレッジから歩いて５分ほどのところに大きな市

場があります。美味しい食べ物からお土産まで、なん

でも揃います！日によって売っているものが違うの

で、飽きることもないでしょう。 
 
 

 
3．Eagle��ー��� 
カレッジからすぐのところにある長い歴史を持つパ

ブです。1950 年には、DNA の二重らせん構造を発見

したワトソンとクリックが議論を行ったとか、いない

とか。もちろん料理も good！！ 
 
 

 
 

4.  Sainsbury’s���ン��リー� 
日々の生活に欠かせないスーパーマーケットで、

遅くまで営業しているのでとても便利です。シャ

ンプーなどの日用品もここで買えます。 
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5. �メ�リー教会 

 
 

この教会の塔からは左の写真のように、ケンブ

リッジの町全体を見渡すことができます。ただし、

かなりきつい階段を上らなければならないので気

合いを入れて行ってください。 
 
 
 
 

6. キングズ・カレッジ 
 
 

コーパス・クリスティ・カレッジの近くにあ

る巨大なカレッジで、キングズ・チャペルとい

う礼拝堂が最大の見どころです。 
 
 
 
7. Butch Annie’s 

 
 

PA がケンブリッジで最も美味しいと教えてく

れたハンバーガー屋さん。一番シンプルなハンバ

ーガーにチーズとベーコンをトッピングするのが

PA のオススメ。絶品でした！ 
 
 
 
 

 
8. 公園 
 

カレッジの近くには大きな公園があります。 
サッカーやバドミントン、バレーなど、たま 
には体を動かしてみるのもいいかもしれません。 
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・ビッグベン�Big Ben） 
イギリス、ロンドンといえばこの建物。 

ディズニー映画「ピーター・パン」で 
ピーター・パンが時計の針に乗るシー 
ンがあるなど、日本でもビッグベンの 
愛称でなじみの深いこの建物ですが、 
2012 年まで“クロックタワー”という       
正式名称がありました。そして、2012 
年に女王エリザベス 2 世の即位 60 年を 
記念して“エリザベスタワー”へと名称 
変更されました。普段は 15 分に一度鐘が 
鳴るのですが、2017 年を最後に 2021 年 
まで工事のため鐘は鳴りません。ビッグ 
ベン全体を撮影するおすすめスポットは、 
テムズ川の対岸とウェストミンスター橋です！ 
 
 
                    ・バッキン�ム宮殿�Buckingham Palace） 
                                          現在もイギリス王室の正式な住居であり、また公

務を執り行う場所でもある、世界でも珍しい現役の

宮殿です。近年では女王がスコットランドに滞在す

る 2 か月間を利用し、公式広間を一般に公開してい

ます。入場料は約￡20 と決して安くはありませんが、

豪華絢爛な部屋はとても見ごたえがあります。さら

に女王の護衛兵の交代式を見学することもできます。 
 
 
・キングス クロス駅�King’s Cross Station） 

週末にロンドンに行く際は必ずこの駅を利用します。 
さらにバースやブライトンなどに行くこともできるの 
で、イギリスを旅行する際は欠かせない場所です。また、 
「ハリー・ポッター」に登場する 9 と 3/4 番線も存在しま 
す。しかし映画中でキングス クロス駅の外観として使用さ 
れたのは、すぐ横にあるセント パンクラス駅です。 
日本と違って電車の到着するプラットフォームは到着直前 
までわからないので注意してください。 
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・大英博物館�British Museum） 
大英博物館は世界で最も有名な博物館の 1 つです。 

収蔵点数は約 800 万点で、ロゼッタストーンやモア 
イ像などをはじめとした世界の様々な地域の展示品が 
あります。1 日ですべてを見るのはほぼ不可能なので、 
あらかじめ見たいものを決めておくことをお勧めしま 
す。また、ロゼッタストーンの USB や「世界の果て 
までイッテ Q」で有名となったアヒルなど、お土産も 
充実しています！ 
 

 
 
・タワー・ブリッジ�Tower Bridge） 
多くの人がこの橋のことをロンドンブリッジ      

                      と勘違いしていますが、正式名称はタワー・ブリ  
                      ッジです。テムズ川にかかるお城のようなこの橋 
                      ですが、実は現役の可動橋であり、1 か月に数回   
                      開きます。さらに、タワー・ブリッジでおすすめ 
                      なのは、なんといっても夜景です。テムズ川沿い 
                      にはカフェも多く、カフェでゆっくり過ごしなが 
                      ら眺めるタワー・ブリッジの夜景は最高です！ 

 
 
・Santander Cycles 

Santander Cycles とはイギリス政府による 
公共自転車レンタル制度です。ロンドンの主 
要な観光地はあまり距離が離れていません。 
また、このレンタルサイクルは 30 分まで 

使用料がかかりません。そして約 500ｍ間隔で 
ステーションが設置されているので、とても便利 
です。ロンドンでは自転車専用道路など交通手 
段としての自転車が発達しているので観光地だけ 
ではなく、ロンドンの街並みを楽しみながら移動 
する手段としておすすめです！ 
イギリスでは、自転車と車は同じ感覚なので、 

交通ルールにはくれぐれも注意してください！ 
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このページでは主に「遠出をするほどの金銭的余裕はない」「ちょっと遠出をしたくなったけれ

どノープラン状態」、そんな人を対象に日帰りで回れるロンドン周辺の観光スポット巡り例を 2 つ

紹介します。 

 

�ウィンザー�グリニッジ  経費約￡50 程（交通費￡25 ＋ 入場料 ＋ 昼食代金） 

 ロンドン西部郊外のウィンザー城を午前中からお昼にかけて見学した後、ロンドンに戻り 16 時

ごろから東部郊外のグリニッジ周辺を回る少しハードなプランです。ロンドン郊外の観光地として

特に有名な両所を丸々1 日かけて回る事ができます。また両所ともにテムズ川沿岸にあるため、鉄

道ではなくボートを利用するのもおもしろいかもしれません。 

(左：ウィンザー城 右：グリニッジ海軍学校) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�カンタ�リー大聖堂  経費約￡40 程（交通費￡25 ＋ 入場料 ＋ 昼食代金） 

 英国独自の宗教であるイギリス国教会の総本山へ 

の日帰りプランです。少しケンブリッジから距離が 

あるため、ここ一か所しか回れませんが、大聖堂周 

辺の世界遺産となっている、中世時代の修道院群や 

城塞の跡地見学などが出来ます。朝早くにケンブリ 

ッジを出て回れば、16 時頃にはロンドンに戻れるた 

め、ケンブリッジに戻る前にショッピングができる 

場合もあります。 

 

 

 上記の 2 つはあくまでも例です。自分自身で計画を練るなり、気の向くままに向かった場所で散

策するなど思う存分現地で楽しんでください！！ただし以下の注意点をお忘れなく。 

• 英国の国鉄は頻繁に遅延するため、タイムスケジュールに十分な余裕をもたせること 

• 観光名所のチケットカウンターはどこも長蛇の列、数十分以上待つことを覚悟して下さい 

• あらかじめ目的地の周辺地図や路線図をダウンロードしておくこと 
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1. ウェンブリー�Wembley） 

 
イギリスのサッカーと言

えばプレミアリーグですよ

ね。私たちはサッカーの聖

地・ウェンブリーに行ってサ

ッカー観戦をしました。ここ

で数々の名勝負が繰り広げ

られてきました。収容人数は

なんと９万人以上！！ 
 スタジアムとサポーター

は最高の雰囲気で、サッカー

好きはもちろん、サッカーに

詳しくない人でも楽しめる

こと間違いなしです！ 
 
 
2. ウィンブルドン�Wimbledon） 
 

イギリスのスポーツで、も

う一つ有名なものといえば、

テニスの聖地・ウィンブルド

ンですよね。 

 試合を見ることはできま

せんでしたが、博物館の見学

や普段は見ることのできな

いウィンブルドンの裏側、セ

ンターコートの見学まです

ることができます。 

 また、ショップでは公式グ

ッズがたくさん売られてい

て、お土産にも最適です！！ 
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イギリス南部の港町・ポーツマスは大英帝国時代から続く由緒ある英国海軍と非常に縁の深い町 
です。町には今も海軍の基地があり、その一部は英国海軍の栄光の歴史を語る博物館「ポーツマス・ 
ヒストリカル・ドックヤード」として一般に公開されています。 
 
           ←ポーツマスのランドマーク・スピンネーカータワー。 
 
 
 
 
◆H.M.S.ビクトリー号 
トラファルガー沖海戦でナポレオン艦隊を破ったホ

レイショ・ネルソン提督の乗艦にして艦隊の旗艦、それ

がこの H.M.S.ビクトリー号です。他にも数々の提督を乗

せており、ビクトリー（勝利）の名に恥じぬ戦歴を誇っ

ています。 
H.M.S.とは”His/Her Majesty’s Ship”つまり「国王／

女王陛下の船」を意味する言葉で、英国海軍の艦船には

全て名前の始めにこの言葉がつきます。 
          
               

◆H.M.S.��ーリアー1860 
                      ドックヤードの切符売り場の奥にある軍艦で、      

                     世界初の鋼鉄製軍艦です。当時の世界最大・最速の

軍艦であり、近代的な軍艦の元祖とも言われる名鑑

です。 
 
 
 

◆�ー�ー・ツアー 
ボートに乗ってポーツマス湾を巡る 45 分間のツアーです。 

ポーツマスは現在も英国海軍の重要な拠点であるため、ツアーの

途中で現役の軍艦なども見ることができます。日本では滅多にお

目にかかれない現役空母もありますよ！ 
 

◆ポーツマス�行く�の�意�� 
ポーツマスはロンドンやケンブリッジと比べて気温が高いので、薄着で行くことをお勧めします。 
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私は、週末の休みにエディンバラに行きました。エディンバラは、スコットランドの首都で、町

全体が世界遺産に認定されているほど、とても美しい町です。ケンブリッジからは、電車で 5 時間

ぐらいなので、少し遠いですが、それだけ行く価値はあると思います！エディンバラ城はもともと

地形の起伏によって土地が隆起した所に出来ており、そこから溶岩が流れてできた道をロイヤルマ

イルといいます。その道沿いには、歴史あるお店や建物が立ち並んでいて、歩いていて飽きません。

毎年、夏にはフリンジというお祭りが、このロイヤルマイルで開催されます。フリンジでは、イギ

リス中から集まったストリートパフォーマーが、道の

そこら中でパフォーマンスしているので、とても面白

かったです！ 
 

エディンバラ市内を一望できる場所があります。そ

れはカールトン・ヒルです。私達は、夜にその場所に

行ったので、綺麗なエディンバラの夜景を見ることが

できました。エディンバラはイギリスの北部で、夏で

も肌寒いのですが、そんな寒さも忘れるほど圧巻の景

色でした。 
 

スコットランドはスコッチウイスキーで有名です。

ロイヤルマイルには、スコッチウイスキーの専門店も

あり、お土産用として、小瓶に入った沢山の種類のウ

イスキーを買えるので、ぜひロイヤルマイルを訪れた

際には立ち寄ってみてください！ 
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今年の London trip では、最初に House of Lords というところに行きました。これは日本でい

う国会議事堂のようなものです。結構古くから存在するのですが、現在でも使われており、中には

たくさんのカメラなどもありました。歴史を感じさせる椅子や机、絵画などがあり、まるで映画の

世界の中に入ったような気持ちになれました。 

 

また、部屋ごとに音声ガイダンスがあるので、そこにあるものにどんな歴史があるのかなど、と

ても面白い話を聞くこともできます。ただ、その音声もすべて英語なので、なかなか全てを聞き取

るのは難しいです…。おそらく、英語にかなり自信のある人でも。しかし、先ほども述べたように、

視覚的に見て回るだけでもかなり感動する場所なので、是非その目で見てほしいです。 

 

次に、僕らは Supreme Court に行きました。これはイギリス国内の裁判所で最高位の場所です。

日本でいうところの最高裁判所のようなものです。 

中に入ると、Supreme Court の職員さんが実際にあった事件の話などを交えて裁判所内の説明を

してくれました。その職員さんも陽気な方で、とても笑顔で話してくれたのを覚えています。 

そのほかにも、裁判所内にある法律関係の本がたくさんある普段は入れない図書室などにも入ら

せていただき、とても興奮しました。 
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このプログラムでは、普段の授業のほかに、Court Visit というものがあります。これは、その

名の通り現地の裁判所に訪れてみるというものです。コーパス・クリスティから少し歩いたところ

にあるのですが、その道すがらにもたくさん「イギリスっぽい！」と思うところがあるので、それ

は行った時のお楽しみにしてみてください。 

 

さて、本題の裁判所訪問ですが、とても緊迫感溢れるものとなっています。本物の裁判所に訪れ

るわけですから、もちろん内容も本物です。裁判官がいて、日本でいう弁護士がいて、被告人がい

て…。僕は日本で裁判傍聴したことがなく、この Court Visit が初めてだったのですが、すごい迫

力でした！その場の雰囲気も重苦しくて、こちらも息をのんでしまいました。 

 
イギリスの裁判には面白い習慣があり、裁判官や弁護人はモーツァルトのようなウィッグを被る

のです。そういったところでも文化の違いを見つけられます。 
 

肝心の裁判の内容についてですが、当たり前なことに全て英語で行われます。しかも、普段僕ら

が聞くような、こちらが聞き取りやすいように話された英語ではありませんし、裁判中は声が少し

反響して聞き取りづらいです。しかし、裁判を傍聴する前に、PA が少し概要を話してくれるので、

どんな話をしているのかなどは把握しやすかったです。僕自身、英語がとても得意というわけでは

ないのですが、PA のおかげで全てとはいかなくとも、なんとなく理解できました！ 
 

総じて、この経験はとて

も興味深いものとなりまし

た。もっと英語を聞き取る

力が僕にあれば、被告人の

証言などもしっかり理解で

きたのかなと思うと少し悔

しい気持ちにもなります。 
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 授業�� 
「English for Legal Purposes」は 2 つのグループに分かれ午前中に授業を行います。午後に行

う「Introduction to English Law」に比べると、より少人数のクラスで、法律を絡めたコミュニケ

ーションを主眼とした授業です。 
授業のはじめには毎回、教室の中央に 

椅子を持ち寄って、Jackie 先生を囲んで 
ゲームが行われます。Jackie 先生の発 
案するゲームはいつも趣向が凝らされて 
いて、参加する私たちも思わず熱が入っ 
てしまうほどでした。 

それ以外にも、エッセイの書き方をレ 
クチャーしてくれたり、2 人組になって 
交渉を行ったりと多様な面から能動的に 
法律を学ぶことができました。 
 

 �われた��ック 
Reading Techniques / Legal Writing Checklist / The Death Penalty / Negotiation Language /  
The Prenuptial Agreement / Whaling / SWOT Analysis 

 
 

 授業を�し�方法 
この「English for Legal Purposes」は少人数授業のため、参加者の積極的な発言が求められま

す。英語を話せる自信がない、うまく伝えられる自信がない、そんな不安があっても大丈夫です。 
Jackie 先生は分からなくても、何か自分の考えていることや思っていることを伝えようとすれば、

意味を汲み取ろうとしてくれます。英会話は話すことでしか上達しません。この授業で積極的に発

言していけば、研修の終わる頃には自分なりの成長が感じられるのではないでしょうか。 
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 感� 
午前中のジャッキー先生による授業は、メンバ 

ーを 2 つのグループに分けた少人数で行われます。 
授業に入る前に、ジャッキー先生が必ずミニゲー 
ムを用意してくれているので、みんなで楽しくゲ 
ームをしながら英語でコミュニケーションする練 
習になります。授業の内容は、日によって変わり 
ますが、Legal Essay の書き方や Solicitor と 
Client になりきり、法律相談の実演をした他、 
Euro Disney 開園時の従業員と雇い主の法に関わ 
る問題をそれぞれの役になりきって争いました。 
ジャッキー先生は我々が楽しく英語を学べる方法 
を考えてくれるので、授業は本当に興味深く、楽 
しかったです！ぜひ、楽しんで英語を学んでみて 
ください。 

                                            
この授業は、留学中一番お世話になった、ジャ 

ッキー先生の授業で、今年は午前中に行われて、 
午後の Introduction to English Law の授業に向 
けて英語を学びます。毎回、ジャッキー先生が授 
業の始まりに面白いゲームを用意してくれ、同じ 
クラスのメンバーと楽しくコミュニケーションを 
取って学ぶことができました。そのおかげもあっ 
て、ほとんどお互い初対面のような感じで始まっ 
たこのプログラムですが、すぐに仲良くなること 
ができました。 
また、ジャッキー先生はとても生徒に親身で、僕

たちの名前をすぐに覚えてくれました。そしてそれ

ぞれの生徒の性格などをすぐに理解し、授業中はそ

の場に応じた人を指名したりしてくれました。ジャ

ッキー先生は本当にいろんな面で尊敬できる先生

だと思います。 
この授業を通して、僕はこれまでよりも英語で話すことに積極的になったと思います。英語の知

らない単語は、別の言いまわしで表現するなど、とにかく相手に伝える努力をするようになりまし

た。この授業の内容もとても興味深いものばかりで、動物愛護の話や未成年飲酒の話など身近な問

題を取り扱っていました。そういった話についても、もう一度深く考えるいい機会となりました。 
ジャッキー先生の授業は本当に得るものが大きく、もっと先生の授業を受けたいと思わせられま

した。 
19 
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 授業内� 
 「Introduction to English Law」では配布 
される教科書を使って、主にイギリスの法律 
に関する基礎や司法制度、EU 法とイギリス 
契約法について学びます。この授業は研修生 
全員で細長いテーブルを囲む形で行います。 
授業のはじめには、前回の授業で学んだこと 
を復習する時間や Jackie 先生がボールを生徒 
にパスしてキャッチした人が質問に答えるな 
ど、日本の大学の法律の授業ではあり得ない 
体験ができます。 
 
<扱われたテーマ> 
The Source of Law / Parliament and Statutory Interpretation / The Doctrine of Judicial 
Precedent / The Legal Profession and the Judiciary / The Courts and Civil Procedure / The 
Courts and Criminal Procedure / EU Law / Law Reform / Lay Adjudication / Access to 
Justice / Introduction to the English Law of Contract 
 

 判例プレゼンテーション 
 この授業内では契約法に関する学習の 
一環として、代表的な判例を５つ取り上 
げて、グループごとにプレゼンテーショ 
ンを行いました。授業では判例について 
全く取り上げなかったので、各自ネット 
で調べ、それを他のグループの人たちに 
わかりやすく伝える必要がありました。 
2 日間という短い準備期間でしたが、夕 
食後の自由時間を使って各グループで集 
まって一生懸命準備しました。そして本 
番では、どのグループもパワーポイント 
や寸劇、小道具を用いながら、分かりやすく、そして面白くプレゼンテーションを行うことが

できました。 
 
＜扱った判例＞ 
Carlill v Carbolic Smoke Ball Co (1893) / Holwell Securities v Hughes (1974) / Financings 
Ltd v Stimson (1962) / Re McArdle (1951) / Balfour v Balfour (1919) 
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 Introduction to English Law を受けての感� 

 午後の Introduction to English Law の授業は、午前の English for Legal Purpose の授業に

比べて難易度が若干高いけれど、受ければ受けるほど「この授業、楽しいな。イギリス法は実

際面白いね。」と感じられる授業です。 

  私は今年の参加者の中で唯一、法学部以外の学部（研究科）・他専攻のメンバーでした。最

初は日本法さえ勉強したことがないのだから、イギリス法を学ぶのは難しいだろうと心配して

いました。Jackie 先生は教科書や毎回の授業で使うパワーポイントやレジュメなどの資料を

みんなに配布してくださり、話もすごく聴きやすく、何か質問があれば優しく説明してくれる

ので、そんな不安はすぐになくなりました。 

 お昼ご飯の後に行う授業なので、きっと授業で眠くなる人がいるだろうということで、授業

が始まる前によく小ゲームをやりました。全員起立して、前回の授業で学んだことを正しく言

えたら座れる、というようなゲームでした。そして、第 3 週目の授業で、Jackie 先生は私た

ちを 5つのグループに分けて、グループごとに契約法の判例プレゼンテーションをやりました。

今年は、演技担当が何人もいて、ときには笑いがおきながらも判例をよく理解することができ

ました。 

 この授業を受けて、法律素人だった私は、ますます法律に関心を持つようになり、法律と自

分の専攻である経済・労働を結びつけて思考する能力を磨くことができました。 
 
 

 ���� 
 
Ms. Jacqueline Thomas (Jackie) 

 
 
 
                        午前中の「English for Legal Purposes」、午

後の「Introduction to English Law」を担当し

てくださる先生です。このプログラムを初期か

ら支えてくださっているので、私たちのことを

良く理解してくれます。Jackie 先生はすぐに私

たちの名前を覚えてくれて、「調子はどう？」

とか「授業はついていける？」など優しい言葉

を私たちにかけてくれました。私たち研修生全

員にとってまさに「イギリスの母」でした。 
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 Mock Trial 
 Mock Trial は「Introduction to English Law」、「Guest Lectures」や「Court Visit」で学

んだことを元に、実際の英国での裁判を想定して研修の最終週に行われます。 
 事前に提出した希望を元に役割分担を行い、①裁判長・陪審員、②検察側、③弁護側に分か

れて準備をし、本番に挑みました。 
 使える言葉はもちろん英語のみで、リハーサルもなく、ぶっつけ本番だったのですが、予想

以上に白熱し、結審するまでの時間は当初の予定を大幅に超えて 3 時間にも及びました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 準備 

 Mock Trial で扱う刑事事件の概要が書かれた冊子が PA から配布され、主に検察側・弁護

側に分かれて事実確認・質問内容を決定しました。 
 準備は午後の授業後にPAを交えて行う時間が確保されていましたが、それだけでは足りず、

夕食後にもそれぞれで集まって行いました。 
 

 本番 
 Mock Trial の会場は、寮から数分歩いたところにある、裁判所を模した観光施設でした。

観光施設といっても設備は本物さながらで、法廷に入った研修生から笑みは消え、緊張した雰

囲気に包まれました。裁判長が法廷に入り、 
開廷すると検察側・弁護側からそれぞれ 
証人尋問及び反対尋問が行われ、有罪無罪 
を決する陪審員へ向けた必死のアピールが 
行われました。 
 裁判が終わると、研修生からは張り詰め 
た緊張感から解放されたため息とともに、 
ある種の達成感を得ることができました。 
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 Mock trial の感� 
�裁判長 
 今年の夏期法学研修も最後の授業は、 
模擬裁判を行いました。今年の模擬裁 
判は約 3 時間に及び、みんなが心身と 
もに疲労困憊するほどの長丁場でした。 
私は本模擬裁判にて裁判官を務めさせ 
ていただきました。内容は刑事事件で、 
考えやすいものでしたが、目撃者等の 
証言によっては無罪にも有罪にもなり 
得る、様々な要素の詰まった裁判でし 
た。私は日本で傍聴に行ったり、模擬 
裁判をやった経験があったので、スムーズに進行できるかなと思っていたのですが、一筋縄ではい

きませんでした。裁判員が有罪無罪と量刑の両方を決める日本の裁判員制度と異なり、イギリスで

は陪審員が有罪無罪を判断した後に、裁判官が量刑を判断する制度をとっているため、準備してい

たとはいえ陪審員の判断が出るまで正直とても不安で、イギリスの法に則って、裁くことの難しさ

を痛感しました。しかし、そんなギャップを体感できたのも、裁判官を経験して得ることができた

ものの一つだなと思います。 
法服を着られなかったのは残念でしたが、白いかつらを被り、木槌を叩き、英語で裁判を進める

ことは一生できない経験だと思うので、本当に貴重な体験でした。 
 

 
 
�陪審員 
 陪審は最終的に有罪か無罪か、酌量の余地が有るか無いかを判断する重要な役目を持ちます。複

数人の多数決で判断を下すので、一見気楽そうな役目に見えるかもしれません。しかし、陪審は弁

護側と検察側の主張、証言を審理の最初から最後まで見続け、そのすべてを正確に聞き取って自分

の考えを述べることが求められ、休む暇などありません。ある意味、研修で学んだことの集大成と

言えるかもしれません。実際、何か聞き逃していることはないか、間違えて理解していないか、ず

っとハラハラし通しでした。幸い、メモを取ることは許されているので、重要なポイントは記録す

ることができます。授業で学んだ英国法の考え方を思い出しながら頑張ってください。 
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�弁護側バリスタ 
 私は模擬裁判で被告人側の法廷弁護士役を務めました。  

法廷弁護士役はとにかく話す分量が他の役と比べて格段に多いのが特徴です。被告人に対して 
の弁護をはじめとして、検察側への反対尋問、最終弁論など、英語力のみならず、ある程度の法 
律の知識や即興力が必要とされると感じま 
した。このように必要とされる知識、事前 
の準備が多い役ですが、その分やりがいも 
とても大きいです。2日という限られた事 
前準備の間に、同じチームのみんなと協力 
して法律構成や反対尋問に対する答えなど 
を考えた時間はとても濃密で貴重なもので 
した。  
 最初、自分の役がバリスタ（法廷弁護士） 
に決まったとわかった時は、このような役 
が私に務まるのかとても不安でした。しか 
し、周りの支えてくれる友達や現地の学生 
である PA たちのおかげで本番を迎えることができました。 
 模擬裁判はこのプログラムの集大成と言っても過言ではないと思います。この経験を通じて得た

スキルを今後の学習の中でも生かしていきたいと思いました。  
 
 

�検察側バリスタ 
 模擬裁判では、検察官と弁護士の両者ともに junior
と senior の 2 種類がありますが役割は大して変わりま

せん。検察側は、検察側の証言の口裏を合わせることで

弁護側から論破されないようにしつつ、逆に弁護側の証

言のあら探しをして、その証言の信憑性を失わせること

に主眼を置きました。そのために、検察側の証言役との

口裏合わせを行いつつ、英国の過去の判例、制度を調べ

ました。 

そんな大変な検察官役ではありますが、身につくこと

は多いです。英国の法体系を詳しく知るいい機会にもな

るし、陪審員裁判がどういうものなのかを、身をもって

体感できました。なにより他人（陪審員）に自分の意見

を PR する苦労が多い分、終わった後の充足感も多い役

だと思います。 
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�被告人 
 Mock Trail で私は被告人の役を演じました。 
本番当日の前夜まで、弁護側のみんなで反対尋 
問の内容を考えたり、検察側の尋問を予想して、 
どのような方向で主張を展開していくかを入念 
に練ったりしていきました。弁護側のみんなで 
主張の方向性が食い違わないようにしていくの 
がとても難しく、時間もかかりましたが、学ん 
できたイギリス法の知識を総動員し、みんなで 
協力して検察側への対抗策を考えるのはとても 
楽しく、有意義な経験になりました。私自身、 
本番当日は設定通りの男性の被告人になりきり、 
メイクで顔色を悪くしました！（笑） 
 
 
 
 

�証人 
 証人は弁護側と検察側でそれぞれに 3～4 人用意さ

れます。主な役割は、裁判での尋問に答えることです。

但し、証人の証言が判決の判断基準となり、それによ

って結果が大きく左右されることになるので、重大な

責任を負っています。また、予めどんな質問をされる

か予測して自分の証言に矛盾がないか確認します。た

だ、弁護人や検察官と違い、発言の時間は短くタイミ

ングも決まっているので、比較的心に余裕をもって裁

判に臨むことができました。 
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PA アクティビティーとは、この研修で参加者がより楽しく、より多くの体験ができるように PA
が企画してくれる様々な Activity のことです。ここではそんな PA アクティビティーを紹介します。 
 
 
・社交ダンス��ルツ・������� 
毎年ほとんど全員が参加する人気のあ 

るアクティビティーです。歴史あるケン 
ブリッジ大学の一角で、スーツやドレス 
で着飾ってダンスを楽しむことができま 
す。最初はみんな初心者ですが、PA たち 
が丁寧に教えてくれたので、最後のほう 
には全員が踊れるようになりました。こ 
れを機に社交界に踏み出してみるのはい 
かがでしょうか？ 
 
 
                      ・日本食パーティー 

ひと月も故郷を離れていれば、日本の味が恋しく

なってくるもの。そんな人は街で見つけた日本食を

持ち寄って日本について語り合いましょう。外の世

界に出てきたからこそ、日本について改めて見えて

くるものがあるかもしれません。そんな日本を互い

に教え合えば、帰る頃には、新たな日本の魅力を感

じ取れるようになるかもしれません。 
 
 
 
 
 
・スポーツ 
コーパス・クリスティ・カレッジの近くには大きな公園がいくつもあります。たまには芝生の上

で体を思いっきり動かしてスッキリしましょう。サッカー、フリスビー、ドッジボール。運動を通

じて仲間たちとの絆を深めることができます。PA はスポーツ万能な人が多いです。 
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・イングリッシュ�フ�ー�ーンティー 

皆さんご存知、紅茶の国・イギリスの伝統 
文化です。軽食、お菓子、ケーキを薫り高い 
紅茶と一緒にいただきます。勉強で疲れた頭 
をスコーンやケーキで休めて紅茶で引き締め 
れば、リフレッシュしてまた頑張れることは 
間違いないです。 
 
 
 

                      
 
・パンティング 

パンティングとは、パントと呼ばれる船に乗っ

て、長いポールで川底を突いて進む川下りのこと

です。このパント船は鉄道ができるまでは商業用

の主要経路として多くの荷物を運んでいました。

今ではその役目を終え、ケンブリッジの名物      

として観光客に親しまれています。博識で元気な     

船頭さんの説明を聞きながら、古くから栄え      

た、ケンブリッジの街並みにのんびりと思いを馳      

せましょう。ポールを受け取って自分で漕ぐこと

もできます。 
 
 
・���ッ� 

歩いて 10 分の距離にケンブリッジ大学所有の植物園があります。そこでは多くの種類の植物、

広々とした園内や温室を楽しめます。歩き疲れたら、美味しい軽食やケーキを食べられる喫茶店で

ひと休み。日本ではなかなか見られない大規模な植物園を回ってみるのはいかがでしょうか。 
 
 

この他にも、バブルサッカー・パブに繰り出しての小パーティーなど多くのイベントがあります。

自分で何か企画してみるのも OK です。せっかくの留学、どんどん自分から前に出ていろいろなも

のに触れてみましょう。帰るころには一回り大きな自分がいるはずです。 
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留学にあたって、やはり食事のことは気になると思います。「イギリスの食事はまずい」という

冗談を聞いたことがある人も多いと思いますが、実際のところはどうなのでしょうか？参加者の声

を集めてみました。 
 
 
�学食 

研修参加者は最初にミールカードと 
呼ばれる食券を配布されます。このカ 
ードには、基本的にひと月分を想定し 
た額が入っています。そのため、ほと 
んどの人にとって主食となるのが学食 
です。ここでは基本的にビュッフェス 
タイルをとっており、好きなものを取 
って食べることができます。朝はトー 
スト・ソーセージ・ポテトといった伝 
統的なイギリスの朝食の固定メニュー 
ですが、昼・夜のメニューは毎日変わ 
り、バラエティ豊かな味を楽しむこと 
ができます。ここだけで食事は十分と 
いう人もいました。 
 
��食 
イギリスはレストランも多いですが、各地にマーケットがあり、有名なフィッシュ＆チップスは

もちろん、世界各国の味が楽しめます。どの店がおいしいか食べ歩きをしてみると楽しいです。量

は全体的に多めの傾向があるので、注文のし過ぎに注意しましょう。マーケットでは感情豊かに褒

め殺しながら笑顔で交渉すると、大幅にまけてもらえるという裏技が使える・・・かもしれません。

大体のお店でクレジットカードは使えましたが、現金が少ない場合はカードが使えるか事前に確認

しましょう。 
 
�和食 

研修中に日本の味が恋しくなることもあるでしょう。そんな人たちには日本食フードコートや和

食レストランがおすすめです。そこでは、寿司やおにぎり、日本で売っているようなお弁当も数多

く買うことができます。しかし、野菜巻きや肉巻きなど、若干ご当地のアレンジが入っているもの

も多くあり、何かが違うと感じる人が多いようです。日本からレトルトの味噌汁などを持ち込むと

ホームシック対策になるかもしれません。 
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�美味しかった食べ物 
やはり英国の名物フィッシュ＆チップス 

が美味しかったという声が最も多く上がり 
ました。次にケーキ・スコーンなど。流石 
は紅茶の国と言ったところでしょうか。 
パイ類、ポテトやハンバーガーも評判が 
良かったようです。ロンドンで本場のア 
フタヌーンティーを楽しんでいる人もい 
ました。 
 
 
�イマイチだった食べ物 

学食のスープはたまに恐ろしい味がするというのは歴代参加者の共通認識のようです。美味しか

ったと評判のフィッシュ＆チップスやケーキも、単体では脂が濃すぎたり甘すぎたりといった話も

出てきました。食事は好きなものだけでなく、野菜や紅茶などと一緒にバランスよく楽しみましょ

う。 
 
 
��評 

留学前は食に対する不安の声を聞くこともありましたが、実際に行ってみると美味しいものが沢

山あり、決して困るレベルではなかったというのが全体の印象であるようです。安心して色々なも

のを食べてみましょう。イギリスでしか見つけられない、あなたのお気に入りの食べ物を探してみ

ると人生に素敵な彩りを添えてくれる思い出を作れるかもしれません。 
 
 
�自炊 
寮内に小さいながらもコンロやオーブンレンジ、それに冷蔵庫があり、食器もある程度は置いて

あるので、自炊は十分可能です。筆者個人としては、スーパーマーケットに並ぶパンと肉類の安さ

に目を惹かれました。中心は鶏や豚ですが、羊・鴨・うさぎなど日本とは若干異なる癖のある食材

も揃っています。調味料も一通りスーパーで揃えることができるので、自炊派の皆さんはこれを機

に日本では気軽に作れない料理にチャレンジしてみるのはどうでしょう。一方、野菜に関してはや

や値段が高めでした。また、下手に加工されているものを買うより素材から買ったほうが安くて美

味しいかもしれません。全体として、工夫と意欲次第で美味しい自炊を維持できる環境はあると感

じました。ただし、お米と味噌だけはしっかりしたものを入手することは難しいと思うので、研修

中も米食がしたい方は、日本からレトルトのご飯を持ち込みましょう。キッチンでもオートロック

の問題は立ちふさがります。料理で火を扱っている時に、うっかり締め出されることだけには気を

付けてください。 
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 現地では正装をして参加する Formal Dinner 
が 3 回行われます。ケンブリッジ大学の各カレ 
ッジでは教授や友人と食事を共にし、話をする 
ことで、学生の社交性と教養が磨かれることに 
繋がるという目的から始まり、今に受け継がれ 
ています。ろうそくの灯るテーブルやシャンデ 
リアが作り出す雰囲気はまるで映画「ハリーポ 
ッター」の世界です。 
 
 
  
 
 また、Formal Dinner の後にはカレッジ内に 
あるビリヤード台や卓球台にどこからともなく 
人が集まり、PA を交えて熱戦が繰り広げられ 
ます。ビリヤード台と卓球台はいつでも使える 
ので、勉強の気晴らしなどにもおすすめです。 
ここで研修参加者同士や PA と触れ合うことで 
親睦を深めた人も多いと思います。 
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ここでは留学に行って「これがあればよかった！」「これはいらなかった…」と感じたものを紹介します！要

不要は人それぞれなので、何となく参考にしてくだされば幸いです☆ 

 

その 1 水筒 （�いプラスチック�で、�が�く、洗いやすいもの） 

イギリスまで行って何をそんなケチくさい…と思うかもしれませんが、寮の水道水は飲めません！スーパ

ーで大きなボトルでまとめ買いをするのですが、小分けにしたい時（授業時など）に、水筒があるとストレスな

く過ごせるでしょう♪ 

 

その � キーリールとコインケース 

寮のお部屋は、ほぼオートロックなので締め出しが頻発します。伸びるタイプのキーホルダーでカバンな

どに付けておけば少しは防げるかな？と思いました！私はランドリー費用と一緒にコインケースにしまって

いました。洗濯機はお釣りが出ないので、小銭はいつも貯めておく必要があるんです。 

 

その � 教科書 

これは使わなかったです…むしろ留基礎 C で配られるプリントのほうが役立ちます！授業前に必ず印刷

してたくさん書き込んだものを教科書として持って行くことをお勧めします。 

 

その � バスタオル 

寮で支給されます！しおりの持ち物に記載されているのですが、ただの重りと化します… 

 

 

 

ドライヤーやヘアアイロンなどは、現地で 8－10 ポンドほどで買えるので、変圧器を持って行くよりは便利か

も…？留学前に前年度の参加者に直接アドバイスが聞ける機会があるので、詳しくはそこで聞いてみてく

ださい♪ 
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イギリスでの交通手段は大きく分けて 3つあります。 

 

�電車 
 イギリスでのほとんどの移動手段は電車です。ケンブリッジからロンドンまでは、乗り換え

なしで、一本の電車で行くことが可能ですが、ロンドンでは地下鉄が何本も通っていて、観光

するには何回かの乗り換えが必須です。そんな時、出発前に日本で買ったガイドブックに付い

ていた地下鉄の路線図が役に立ちました。みなさんにもガイドブックを買う時には、地下鉄の

路線図付きのものをお勧めします！ 
 電車の切符は 3 人以上で買うと割引されるので、まとめて券売機で買うとお得です！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  <番外編〜オイスターカード〜＞ 
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乗る路線によって雰囲

気も違うので、いろい

ろな路線に乗ってみる

のもオススメ！ 

い わ ゆ る 日 本 の

「Suica」や「PASMO」 
です。チャージするだ

けで電車に乗れたり、 
買い物もできるので便

利です。旅の記念に 
もなります。 
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�バス 
 イギリスではオイスターカードを使って 
あの有名な赤い 2階建てのバスに乗ること 
ができます。バスの 2階から見る景色はと 
ても新鮮です。しかし、バスの路線は複雑 
なので、事前に調べてから乗る必要があり 
ます。また、2階に乗る時は、降りるまで 
に時間がかかるので、乗り過ごしに注意し 
てくださいね！ 
 
 
 
 
 

�タクシー 
 ケンブリッジ駅からコーパス・クリス

ティ・カレッジまでは徒歩 30 分かかりま

す。そのため、ロンドンに行って疲れた

帰りなどにタクシーを利用しました。駅

からカレッジまでは 7 ポンドほどです。

チップは運賃の 1 割ほどを渡すのがベタ

ーです。 
  

 
 
 

 
そのほかにもテムズ川を移動する水上バスやレンタルサイクルなどもあるので是非利用してみ

てください！！ 
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1. 紅茶 

 
 

イギリスと言えば紅茶ですよね。写真はフォー

トナムメイソンという王室御用達の紅茶メーカ

ー！他にも色々なメーカーがあるので探してみて

ください！！ 
 
 
 

2. ガーガーダック 
 

様々な観光地に色々なバージョンが売っていま

す。参加者の中にはあらゆるガーガーダックを買い

あさっているコレクターもいました！！ 
 
3. 王室グッ� 

 
 
 

写真はエリザベス女王のマグカップ。これで紅茶

を飲めば、気分はまるで女王様！同じ紅茶でも一味

も二味も違います！！ 
 
 
 
 

 
4. ケンブリッジパーカー 
 

そして最後に一番重要なケンブリッジパーカー！ 
参加者の大多数が買っていました。これを着て街に

溶け込みましょう！ 
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1 カ月もイギリスで生活していると、困ったこと・もっと準備しておけばよかったことなどはた

くさん出てきます。参加者が実際に遭遇したハプニングを紹介するので、来期に参加することを考

えている方は参考にしてください。 
 
�日�生活 
・部屋から閉め出された 
最も多くの人を困らせたのは、オートロックでしょう。そのため、つい鍵を忘れてしまうとハウ

スキーパーさんなどにお願いして開けてもらうことになります。鍵と着替えを同時に忘れてお風呂

に入った人はなかなか大変な状態になっていました。 
 
・水回りの不調 

毎年参加者を悩ませている問題の一つに、水回りの不調があります。イギリスの水道は温度調整

が日本より難しく、トイレもタンク式なのでなかなか流れてくれません。また、日本の軟水と違い

イギリスでは硬水なので、飲み水に不安がある方はスーパーなどで合うものを確保しましょう。 
 
・電気 

忘れてはならないのが電気のコンセントです。イギリスのコンセントは日本の物と形が異なりま

す。日本の製品をそのまま持って行っても使えません。対応する変換プラグを持って行きましょう。 
 
�旅行 
・交通機関 

イギリスの道路では車や自転車が優先で信号もボタン式です。車がいない時に急いで渡ることが

基本となるので、事故にはくれぐれも注意しましょう。 
 
・歩いている時 

イギリスでは町中で突然、お金を要求されることがあります。例えば、街中のゆるキャラと写真

を撮った時、慈善事業で配っているはずの花を受け取った時などは、「あなたの気持ち」を要求さ

れることがあります。日本と違い、ただで受け取れるものはないと思って行動しましょう。 
 
・治安 

イギリスの治安は決して悪くはありませんが、日本ほど安全ではありません。極力、単独行動は

避けて人通りの多い道を歩きましょう。知らない人には基本的についていかなでください。 
 

筆者が滞在中に町で 100 人のイギリス人に話しかけて、対応の傾向を調べてみました。その結果

は…100 人中 85人は親切丁寧に話に耳を傾けてこちらを助けようとしてくれました。イギリス人は

おおむね旅行者に優しいように思います。もし道に迷ったり、困ったことがあったら、周りの人に

聞いてみることも一つの手です。実践的な英会話の学習にもなります。 
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このプログラムは多くの方々の尽力で成り立っています。その中でも私たちをいつもそばで支え

てくれた Jackie 先生と James 先生から温かいメッセージをいただきました。 

 このメッセージからも 2人の人柄の良さが滲み出ていると思います。今参加するかどうかを迷っ

ている方には是非読んでいただきたいです。 

 
 
 
 
Like a good book the Meiji-Corpus Christi Law Program was written with the hope of inspiring all 

those who participate. 
 

The program was initially designed to offer a wide range of opportunities and challenges for 
students to engage with that will we hope will inspire them in the next stage of their legal study in 
Japan. The program exposes students to English law and the fundamental tenets of the common 
law system as well as European law and the basics of international comparative law. Through a 
series of lectures and guest lectures, PA discussion groups, practical exercises including court visits 
and a mock trial, students have the chance to learn through a variety of formats. Although the guest 
lecture topic of family law may be new and challenging for students it delves into current state of the 
art issues facing the UK and Europe as a whole. 
 

As a lecturer it has always been my duty to want to inspire and feel inspired by all those students I 
meet. This year’s students on the program inspired me in the way that they rose to the challenges 
and despite the steep learning curve saw everyone engaging with the reading material and 
exploring legal issues through some very animated classroom debates with their lecturers and PAs. 
My reading of this year’s Meiji law students was as inspiring as it is every year and although through 
some very interesting exchanges we all learnt that we may not be able to immediately change the 
world, we all felt inspired by the books we read and the communication we had with each other. 

 
 

Jacqueline Thomas 
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A philosophical view about study abroad... 
 

Stability is something that many people hope for. A stable relationship, a stable job, stable 
friendships, stable health, a stable economy... if we can have many stable things, we believe our 
lives will be relatively stress-free and our future will be smooth. Certainly I enjoy the stability of life in 
Japan, compared to some other places I have lived! 

 
But too much stability might sometimes be bad for us. If we get too accustomed to stability, 

we might encounter difficulty or anxiety when an unexpected situation arises. So, especially when 
we are young, I think making ourselves experience a little instability is important, to help build our 
confidence, resilience and flexibility.   

 
Short-term study abroad is a great opportunity to do that. If we put ourselves in a totally 

new environment, everything we are used to becomes a little unstable. And because it becomes 
unstable, we notice it, maybe for the first time. We notice the structure of our daily routine, our way 
of expressing an idea, what we think about the meaning of our study, what topics of conversation 
we like, the way we try to solve problems, the goals we hope to aim for in the future, the roles we 
think men and women should have in society... and, suddenly, we discover various little gaps 
between ourselves and the people in our new environment, and we have to find ways to build a 
bridge across them. Perhaps we can find things that we like on the other side. And perhaps 
sometimes we will prefer the side we are on. But even so, just understanding that there is another 
side is an important way to develop as individuals.   

 
More than language ability, I think what students can get from study abroad is this kind of 

stimulation, challenge and self-discovery. Study abroad isn’t just about understanding something 
foreign -- it also helps you to look at yourself objectively and understand more about who you are. 
And once you can do that, you can take control of your life, and think about what you should do to 
improve yourself. And that is the first step towards achieving your full potential as autonomous 
individuals. 
 

James Sharp 
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本年度の参加者から日本語と英語で来年度の参加者に向けてメッセージをいただきました。研修

生のリアルな体験が綴られているので時間がある時に、読んでみてください！ 
 
 

私がこの研修に参加してよかったと感じることは、自分の世界を広げることができたことです。

ケンブリッジ大学に留学に行くということは、ＥＵ法やイングランド法を学ぶということはもちろ

んですが、それ以上に、今まで経験したことのない環境の中で生活するということです。今までと

は全く違う環境の中での生活は、毎日が感動の連続でした。そのような環境の中で生活するだけで

はなく、イギリスではたくさんの出会いがありました。このプログラムに参加した明大生はもちろ

んのことケンブリッジ大学生のＰＡのみんなや、ケンブリッジ大学の教員であるジャッキーなどた

くさんの素晴らしい人に出会うことができました。この出会いは私にとってかけがえのない一生の

宝です。 
 

 また、私はこの研修を通じて海外で生活していく力がついたと思います。英語に関しては文法や

単語などの知識というより、英語を使ってコミュニケーションをとる力が格段に向上したと思いま

す。講義はもちろんすべて英語ですが、それだけではなく普段の生活の中でも、自分の意思を相手

に伝えるためには、英語によるコミュニケーションが必要不可欠です。私はイギリスで一人旅をし

たのですが、その際にもただ伝えるだけでなく、相手が理解しやすいように伝え方や単語の言い換

えなどを工夫しました。その結果、徐々にコミュニケーションをうまくとれるようになりました。

このように海外で生活することで知識というより、英語でのコミュニケーション能力がついたと思

います。 
 
 そして、私はこの研修に参加したことで、さらに様々な国に行き、たくさんの人に出会いたいと

いう思いが強くなりました。もともと様々な国に行きたいという思いはあったのですが、実際にこ

のプログラムに参加し、たくさんの刺激を受けたことで、この思いが強くなりました。また、さら

に英語力をつけて、より多くの人と様々な話がしたいと思うようになりました。その思いが今の英

語を勉強するモチベーションになっています。 
 
 最後に、ケンブリッジ夏期法学研修はEU法、イングランド法を学びたい人にはもちろんですが、

イギリスで一か月生活するので、海外に興味のある人すべてにおすすめできます。また、世界でも

有数の名門校であるケンブリッジ大学で過ごす時間は、とても有意義なものです。しかし、海外の

生活、法律の勉強に不安のある方もいるかと思います。そのような方も心配する必要はありません。

このプログラムを担当しているジェームズ先生、ジャッキー先生、ケンブリッジ大学生の PA のみ

んながイギリスでの生活を親身になってサポートしてくれます。ここで得られる経験は、必ずかけ

がえのないものになります。少しでも興味のある人はまず行動を起こしてください！！ 
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Staying in Cambridge for one month was a very precious experience for me in various respects. 
 
Firstly, by sharing the same campus and having lectures together, members who joined this 

program have built a good relationship with each other. We talked a lot during this summer and 
came to understand more about each other, such as our lifestyle patterns, favorite food, sports and 
so on. Members developed a deeper understanding of each other and still keep in touch after this 
program.  
 

Furthermore, some of my dreams also came true during this month. For example, I am a fan of 
Les Miserables, the fantastic artistic work by Victor Hugo. This masterpiece is presented every 
week at the Queen’s Theatre, which is located in London. Since Cambridge is not far from London, 
to hear those famous songs live was easier and cheaper than in Japan. Besides, I also visited many 
world heritage sites in a short time, for UK is a country with a long history. 
 

Thirdly, with respect of studying, professors in Cambridge encourage students to voice their 
opinions and ask questions actively. They think it important that students do the input and output in 
lectures. I learnt that there’s no standard answer for every question. What we should do is to be 
open-minded, active and willing to share our thoughts. Every piece of opinion from students could 
be excellent and unique. For this reason, I feel that I have become more confident in using English.  
 

In Meiji University, I am a student of the international law course. However, before this program, 
news about the UK didn’t attract my attention very much. For me, it seemed like a country far from 
Asia. After one month studying in Cambridge, I start to search for information by myself and would 
like to know what the UK law system will be like after leaving the EU. Moreover, I have also decided 
to attend a seminar which is related to international affairs in the third and fourth grade. In the future, 
my dream is to work in an international organization and devote myself to regional economic 
development and peace. 
 

Overall, this program does not only provide a chance to learn English and EU law but also a 
better understanding of your own self and the people around you. The style of lecture is totally 
different from what students have been used to in Japan. Experiencing this and looking for some 
instability in life will be a good motivation that pushes you to be the person you want to be. Please 
do not hesitate to join this program and enjoy the student life by challenging different things as 
much as possible. 
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 期� 

2017 年 8月 15 日 〜 9 月 11 日    25 泊 28 日 

 

 参加人� 

27 人 

 

 ��� 

ケンブリッジ大学 コーパス・クリスティ・カレッジ 学生寮 

 

 参加�用 

約 50 万円（寮の食堂で利用可能なミールカード代金を含む） 

 

 単位�� 

法学部設置科目「Legal Studies Abroad A〜E Ⅰ・Ⅱ」として 4単位を付与 

 

 ���� 

・ 本学学部の 2〜4 年生（2017 年 4 月時点）で、法学研修の授業に参加し得る英語能

力を有する者 

・ 「留学基礎講座」を 2017 年度に履修するか、またはすでに履修済みであること 

・ 「明治大学夏期短期海外プログラム参加申込誓約書」に合意していること 
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 最後までこの冊子を読んで下さり、ありがとうございます。ケンブリッジで過ごした一ヶ月は、

その後の私の大学生活において大きな影響を及ぼしたと思います。まず、勉強意欲です。英語はも

ちろんのこと、イギリス法について学ぶなかで、ジャッキーはどうして自分はそう考えるのかを

度々我々に追及してくれます。その際に、自分の意見は何かということをよくよく考えさせられ、

もっと自分に知識をつけた上で、論理的考えを持てるようになりたいと強く思いました。今私は、

イギリスの大学にもう一度留学することを考えています。この留学の動機になったのは、間違いな

くケンブリッジでの法学研修が影響しています。もう一つは、友達です。みんなそれぞれ違う目標

を持ってこの研修に参加し、普段なら関わることのない様々なバックグラウンドを持つメンバーと、

一ヶ月寝食を共にするのは、まるで高校のクラスの合宿のようで、本当に楽しくあっという間でし

た。帰ってきてからも、自然と集まってしまうぐらい今でも仲良しです。この研修に参加しなけれ

ば、出会えなかった一生の友達は、確実にこれまでの私の大学生活を変えました。私の勉強意欲を

上げ、素晴らしい友達と出会わせてくれたこの研修に感謝します。皆さんも、ぜひこの研修に参加

して、かけがえのない夏を過ごしてください！  
                                                                                 E.T 
  ✳         ✳       ✳ 
 

報告書を最後まで読んでいただきありがとうございました。この冊子を編集しているとケンブリ

ッジでのさまざまな思い出がよみがえってきて、改めてケンブリッジに戻りたいと思いました。今

でもこんな気持ちになれるということは、それほど素晴らしい経験だったんだと実感しています。

やっぱり一番思い出に残っているのは出会いです。帰国してからも PA から Birthday Message が

届いたり、また再会する約束があったり、交流は続いています。同じプログラムに参加した学生と

も今でも遊んだり、キャンパスで会ったり仲良しです。ケンブリッジは私の Another Sky です。 
                                                                                   D.N 
     ✳                ✳              ✳ 
  
 この冊子の作成に関われて、とてもうれしい気持ちでいっぱいです。去年、一昨年の参加者が作

成した冊子をすごく羨ましい気持ちで眺めていたのを思い出しました。自分が冊子に書かれていた

ことを体験できるとは、何とも言えないくらいしみじみします。このプログラムの体験は生涯忘れ

ることのないものになったと思います。語りつくせないほど大切な思い出がいっぱいできました。

このプログラムに参加できて本当に良かったと思います。 

                                              R.S 
 

 

 

 

 

41 



発行：明治大学法学部

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