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ケンブリッジにチャレンジ！
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。ここに 2010 年度の「ケンブリッジ大学夏期法
学研修」の第一期生を無事に送り出し、所期の成果を上げることができたのは、大変喜ばしいこ
とであると同時に、このプログラムの構築、実施に尽力してくださった法学部国際交流委員会の
先生方並びに職員の皆様に感謝申し上げます。この報告書は、2010 年８月 6 日から９月７日の
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て下さい。その
ため、法学部は皆さんを応援します。

世界へ飛躍を！
法学部国際交流委員会委員長 江藤 英樹
この冊子は、2010 年度「ケンブリッジ大学夏期法学研修」に参加した学生たちが主体となっ
て編んだものです。本冊子をご覧頂ければ、皆さんも、彼らのケンブリッジでの生活を追体験で
きると思います。
このプログラムは、本年度初開催のものです。それゆえ、運営側としても期待と不安の入り混
じったものでした。しかし、研修期間中の現地視察を通じ、参加学生たちが実に生き生きと、そ
して有意義な時を過ごしていることがよく分かりました。
昨今言われているように、今の学生たちには、概して海外へ出て行くことに躊躇する傾向があ
るように感じられます。
しかし、世界有数といわれるケンブリッジ大学の学生寮に一月間滞在し、その歴史の重みを感
じながら過ごした学生たちは、良く学び、良く遊び、そして良く悩んだのではないでしょうか。
あえて異なる環境の中で自己研鑽することは、必ずや皆さんの糧となることでしょう。
この研修に参加した（あるいはこれから参加する）学生の皆さんが、将来、世界を視野に入れ
活躍できる人となることを切に願っています。
最後になりますが、このプログラムを支えて下さっている全ての方々に、この場をお借りして
御礼申し上げると共に、ますますの充実を切に願っております。
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実施記録
【研修実施概要】
■期間

：2010 年８月６日（金）〜９月７日（火） 31 泊 33 日

■参加人数：16 名
１年生：２名 ２年生：７名 ３年生：６名 ４年生：１名
男女比：男９：女７
■宿泊先 ：ケンブリッジ大学
Corpus Christi（コーパス・クリスティ）寮および Pembroke（ペンブルック）寮
■食事

：Corpus Christi（コーパス・クリスティ）寮内のカフェテリアで使用できるミー
ルカードが￡120 分支給された。それ以外は各自負担。

■引率

：当プログラムへの明治大学教職員の引率はなし。

《費用に含まれたもの》
研修費全般（授業、教科書、教材）、施設使用料（図書館、コンピューター施設等）、
学生寮滞在費、食費（£120 のミールカード、フォーマルディナー３回）
、課外活動費（フィー
ルドトリップおよびロンドン日帰りツアー、シェークスピア劇場での観劇を含む）、航空運賃
（成田空港使用料、海外航空税、燃油加算税を含む）、現地空港ピックアップ費
《費用に含まれなかったもの》
£120 を超える分の食費、フィールドトリップ・ロンドン日帰りツアー以外の課外旅行、
自宅⇔成田の交通費、海外旅行保険、現地での交通費、その他の雑費
【研修参加前の応募方法等について】
■応募資格
・本学学生で、原則として基礎的な英会話力を有する者
・「参加申込誓約書」に合意していること
・原則として、2010 年度開講の「留学基礎講座」を受講していること
■応募〜研修参加までの流れ
・応募期間：2010 年４月５日（月）〜５月 12 日（水）
・選考日：2010 年５月 15 日（土）
・選考結果発表：2010 年５月 17 日（月）
・英語リスニング試験：2010 年５月 22 日（土）
※現地での語学授業クラス分けのために受験。
・数回のオリエンテーション 2010 年５〜７月
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研修プログラム日程

授業は、法学研修の授業が一日 1 コマ、それに加えて英語の授業が 2 〜 3 コマあります。1 コ
マは 75 分間です。英語の授業は法学研修の人達だけでなく、語学研修の人達も合わせて 4 つの
グループに分けられました。そのため、曜日とグループごとに、一日の授業のコマ数が異なりま
す。グループはプログラムアシスタント（PA）によって分けられました。
授業の後や休日は、PA が企画してくれたアクティビティに参加できます。
平日は公園でサッカーをしたり、ボーリングに行ったり、カレーを食べに行ったりしました。
また、ロンドンに England 代表 VS Hungary 代表のサッカーの試合を観に行った日もありまし
た。そのような放課後のアクティビティは、自主参加なので、宿題が出されていたり、疲れてい
て参加したくない時は、参加せず、自分の部屋で課題をしたり、友達の部屋でのんびり過ごすこ
ともあります。
休日は PA の企画するロンドンやエジンバラへの小旅行に行く人や、自分達で旅行を企画する
人もいて様々でした。小旅行だけでなく、サイクリングやパンティングなどのアクティビティも
企画されます。
忙しい毎日だとは思いますが、何事にも積極的に参加することで、より充実した毎日を送るこ
とができると思います。
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◆ここから、私たちの実体験・エピソードを交えて、研修を見ていきます！◆

語学授業
先生紹介

Sue Bea
● Sue ●
いつも笑顔で黒い服で、魔女の宅急便のようでした。仕草がかわいらしくよく踊っていまし
た。おちゃめ。最後のフォーマルディナーの後は、
「あなたたちといると楽しいから！」と一緒
にクラブにまで来てくれました。一緒に踊れて楽しかったです！
● Bea ●
最初 PA に混じって自己紹介をしていたし若い（24 歳！）ので PA かと思いましたが、英語
の先生でした。日本で茨城県の学校に TA として勤務していたそうで、日本語や日本事情も詳
しく、アクティビティにもたくさん参加してくださり、さらには年も近いのでとても話しやすい
先生でした！バレエをずっと習っていて、ジョン・レノン、ライオンキングが好きみたいです。
まじめ。

クラス紹介
法学研修はケンブリッジ語学研修のコースのひとつ。だから語学の授業はほかのコースの参加
者と合同です。4 つのクラス（blue, green, red, pink）に 15 人ずつ分かれます。他のコースの方
たちとの交流の場でもあります。クラス分けは習熟度別ではなく、どんなレベルの人もごちゃ混
ぜ。同じレベルの人たちだけと固まるよりも、自分よりはるかに語学力がある人を見ていること
で刺激が受けられ、毎回高いモチベーションで授業に臨めました。このことは私の語学力の向上
につながったと思います。
M.Nishihara
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語学授業
クラスで取り上げたトピックについて
Sue の授業では主に、社会科学、芸術、医学など、専門的な分野の英語を学びました。普段使わな
いような難しい英単語を勉強しました。日常会話では使わないような英単語でしたが、TOEIC や
TOEFL ではこれらの単語が当たり前のように出題されるので、とてもためになりました。
Sue の授業で一番印象的だったのは、クラスで美術館を訪れたことです。ケンブリッジ大学か
ら徒歩 15 分程度の場所に、「The Fitzwilliam Museum」という美術館があったのでそちらに行
きました。美術の専門用語を学ぶために、予め Sue が作成したクイズ形式の質問を４つのグルー
プに分かれて美術館を回って答えを探していくというものでした。美術館には本当にたくさんの
絵があったので、絵を一つ一つ見るだけでも大変でしたが、個々人で見解が食い違ったのでそれ
らについて英語で議論するのが本当に楽しかったです。一方 Bea の授業で一番印象的だったの
は、コマーシャルを想像する授業です。これはクラスを２つに分けて、それぞれ２種類のコマー
シャルを見ました。まず一方のグループでは一つは映像のみ、もう一つは音だけでコマーシャル
を想像します。それを２種類のコマーシャルで繰り返します。それぞれのグループが見終わった
後、グループが違う人同士でペアになり、そのコマーシャルについて英語で説明し合いました。
私は映像の方では犬が車に乗って楽しそうに歌っているものを見たのでドックフードの CM か
な、と最初は思いましたが、ペアになった子と話してみると、どうやら音では Car と言ってい
た、と聞いて驚かされました。答えは私が予想していたのとは違って車の CM でした。このよ
うに、色んなことを想像して自由にディスカッションをすることが、Bea の授業ではとても多
かったです。
体験した感想
二人ともとっても人柄の良い先生でした。Sue はみんなの頼れるお母さん、Bea はお姉さん的
存在で、とっても優しい先生方でした。なので、語学の授業の最終日は達成感とこれで終わっちゃ
うんだ…、という淋しさが入り混じって複雑な気持ちでした。Sue はおちゃめなところ、Bea は
真面目だけど、一度笑いのツボにはまるとなかなか抜け出せないところが可愛らしかったです。
研修中は、ケンブリッジの仲間全員が一生懸命授業に参加し、先生や仲間と議論して英語にたく
さん触れることが出来ました。語学の授業のおかげでみんな英語が一層大好きになり、将来英語
を使ったお仕事に就きたい、と思われた人もいると思います。本当にありがとうございました★

R.Kyozuka
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法学授業 1
「ケンブリッジ夏期法学研修‼」
と銘打っている以上、外せないものがある。
それは、法学の授業である。
このページでは、ケンブリッジ夏期法学研修のメインである法学授業について説明する。

授業形式は、パワーポイントを使用して説明する

グループディスカッションが多いこ

ものであった。しかし、パワーポイントには要点

とも特徴である。4，5 人のグループ

のみが表示されるため、ジャッキーの説明を聞い

を作り、一つのトピックについて議論

てメモしないといけないのが大変だった。しか

し、グループとしての回答を求められ

も、重要な語句説明でさえホワイトボードを使わ

るのである。また、学年に関係なく話

ないため大変だった。そして、日本の授業と特に

し合え、時にはグループ内で意見が

違うのは、とりあえず当てられまくることだ。挙

一致せず最終的な回答が出来ない事

手も求められるが、ジャッキーの独断と偏見で当

があったが、議論自体は内容の濃い

てられることが多く、慌てふためく場面が意外と

ものが多く勉強になった。

あり、それを外野として見ているのは面白いが、
いざ自分の番になるとパニくることが多かった。
しかし、間違いは正してくれるので良かった。

法学授業の最後の関門は、Exam であ
る。試験時間は 1 時間で、試験内容は

授業では、法律用語や法体系、裁判所の仕組み
等、イギリスの法学部生が一年次に学習するイギ
リス法の基礎について学んだ。イギリスは判例法

2 つのトピックを選択して Essay を書
くものである。初めは簡単だろうと高
を括っていたが、事前に範囲の指定は
なく、前日はみんな追い込みで寝不足

主義であるため、日本と違って条文の解釈の様な

（笑）
。しかし、試験終了後の達成感が

ことはせず、判例を多く見ていったが、いずれも

ハンパなかった。それとともに、研修

とても興味深いものであった。これらのことは、2

が終わってしまったという実感がわい

年次に履修している比較法学の参考になった。

て、少し寂しくもあった。

Formal Dinner にて飲んだワイン

修了証書授与後の記念撮影

K.Nishita
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法学授業 ２
法学の授業では、イギリス、EU の司法制度からイギリスにおける死刑制度の歴史、イギリス
法固有の法概念など様々な分野を幅広く学びました。
講師のジャックリーン先生は、普段ロンドン大学で教鞭を執られている方で、イギリス法を基
礎から大変丁寧に説明してくださいます。
私は最初、まったくといっていいほどイギリス法についての予備知識を持たずに研修に参加し
たのですが、そのせいで第一週目の授業はほとんど理解することができませんでした。特にイギ
リス固有の法概念や制度が理解しにくかったので、せめてそれらだけでも軽く予習しておけばよ
かったと後悔しました。例えば、イギリスの弁護士には法廷弁護士（バリスター）と事務弁護士
（ソ
リシター）があり、それぞれが担う役割というものはかなり異なっています。先生はそれらのこ
とが知識として頭の中に入っている前提で講義を進めるので、ただでさえ難しいトピックを英語
で扱っているのにますます難解に感じました。
またジャックリーン先生は授業中、学生に積極的
に質問を投げかけ、意見を求めたりするので大学の
大教室で法律の講義を受ける時のような受身の姿勢
ではなく、積極的に自ら授業に参加することはもち
ろん、予習や復習なども不可欠となります。私はこ
のことが大変苦手であり、前半は笑ってごまかした
りと不甲斐無い行動が目立ちましたが、後半になっ
てきて徐々にイギリス法の知識が身についてくる
と、質問に的確に答えられる回数が増えて行き、ま
たそれを喜びに感じられるようになりました。
そしてコースの終わりには修了試験があります。日本と同様にイギリスでも法律の試験の答案
には一定の書式というものがあります。しかし、私たちはイギリス法の復習よりもまずどのよう
にして答案を書くか、ということから始めなければなりませんでした。ただでさえ範囲が広範に
わたっており、それらの勉強で大変であるので、修了試験の前などは皆明治大学の定期試験と同
様、いやそれ以上に必死になって勉強していたと思います。
この試験は確かに大変なものであるのですが、試験を終えた後の達成感というものは格別でし
た。判例法の国らしく、答案にそれに適する判例の名前と年を書いているときは、あたかも自分
がイギリスの学生と同じようにイギリスで法律を学んでいるかのような錯覚を覚えました。
将来海外で学びたいと考えているが、漠然としていて何をして良いのかがわからない、という
人はぜひ参加してみては如何でしょうか。きっと、その次のステップが見えてくると思います。
F.Yamamoto
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法学授業 ３
法学の授業では、イギリス法制度の起源やイギリスにおける裁判制度など、イギリス法について
の大まかな知識のほか、エッセイの書き方、判例の探し方、ケースノート（判旨のようなものです）の
書き方など実践的なものを、ジャッキー先生の指導のもとで学習しました。はじめはジャッキー先
生の話していることを聞き取るだけで精一杯でした。とても速いのです（笑）
。最後の週に明治大
学の教授が数名授業見学にいらしていたのですが、
「よく聞き取れるねえ」などと感心されていまし
た。しかしだんだん耳が英語に慣れていき、聞き取れるようになってくるのでご安心を。
また、PA としてローラという大学院生が 1 名授業サポータ
ーとして毎回授業についていてくれました。ジャッキー先生の
話していることを私たちにも理解できるよう説明してくれ、か
つ週末にはその週習ったことをおさらいしてくれるため、とて
も心強かったです。ローラの説明は本当にわかりやすかったで
す。人柄も大変素晴らしかったです。授業外でも、語学の授業
が午前中に入っていない時などには、裁判傍聴に連れて行って
くれたりもしました。ちなみに私たちのグループは Crown Court で刑事裁判を傍聴しました。授
業形態は、授業開始 1 週間くらいはジャッキー先生が説明し、私たちはそれを聞く、という形式でし
た（たまに質問に答えるくらいでした）
。それ以降は班に分かれてディスカッションをしたり、判例
を調べて発表するなど、
「話すこと・考えること」がメインの授業形態になっていきました。初の海
外留学ということもあり、自分の考えを英語で表現するのは難しかったです。思うように伝えられ
ず悔しい思いをすることもしばしばありました。日本の大学では、法律の授業はほとんどが大教室
で先生が一人で話す形式でおこなわれるため、双方向の授業と
いうものはむしろ貴重な経験になりました。人前で話す度胸も
つくと思います。また、法学コースは毎回何かしら課題を出さ
れるため、勉強したな、と感じることができます。みんなで集ま
って一生懸命課題に取り組んだり、図書館や PC ルームにこも
ったり…。授業の最後の週には試験もあります。75 分で 2 題を
解きます。辞書使用の可否を尋ねたら、
「Absolutely NO !（絶対
!
だめ）
」といわれてしまいました（笑）
。授業で習ったことしか出されないので、しっかり毎回の授業
に参加していれば問題ないと思います。法学の授業を理解するうえで、一番大変だったことが、法
律用語（Legal Glossary）を覚えて、かつ使用することでした。授業のはじめに法律用語をまとめた
プリントを配られたのですが、分量が多くなかなか覚えることができませんでした…。
最後に、法学研修参加希望の方々にアドバイスを残して締めたいと思います。私はイギリス法の
知識はほぼ無かったので、参考までにと同学部の友人にイギリス法の授業レジュメを拝借して、ケ
ンブリッジの地に赴きました。このレジュメはいわゆる日本語訳の代わりを果たしてくれるものだ
ったので、わりと役に立ったと思います。３・４年次開講の授業なので、履修してみてはいかがでし
ょうか。また、参考図書として『英米法辞典』が挙げられており、これは持っていくことをおすすめ
します。電子辞書に載っていない用語もちゃんと載っています。私は学部 3 年での参加でしたが、
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3 年生ともなれば就活やインターンシップ、大学院入試などで参加を躊躇する方もいるかと思いま
す。私自身、来年はロースクール入試を控えており、どうしようかな…と悩みました。しかし、参加
して本当に良かったと思っています。今しかできない素晴らしい体験をし、素晴らしい仲間に出会
い、一回り成長することができたと実感しています。
この感動を次に手にするのは
この冊子を手にした、
そう！
！
あなたですよ！
！
！

A.Izumi

〜支えてくれた人達〜
Lecturer : Jacqueline Thomas
我らが Law コースの先生であるジャッキー。
サングラスが彼女のトレードマーク。
口癖は Absolutely NO ! ! これは、授業内において電子辞書を
使っていい？と聞いたときなどに発せられる。また、彼女が 30
分で出来るといった宿題は平均 3 時間かかる。そのため、宿題
が出されるたびビクビクしなければならなかった。厳しい点ば
かりを書いたが、とてもいい先生で質問をすると親身に聞いてく
れる。彼女がいたおかげで、法学研修に参加した全ての学生は無事に研修を終えることが出来た。
Program Assistant: Laura Mckoy
I love talking 喋るのが得意だから弁護士になりたいと言
っていた我らがマドンナ…ローラ。彼女は大学 3 年と同年齢で
ありながら、ケンブリッジ大学を卒業し、大学院の進学が確定し
ているほどの秀才。ケンブリッジ生活において一番お世話にな
った人である。どんな質問をしても分かりやすい英語で細やか
に説明してくれ、授業内容を理解するには不可欠な存在だった。
勉強面以外でも、とてもお世話になった。クラブを良く知って
おり、朝の 4 時まで一緒に踊り狂うほどだった。しかも、ゴシッ
プ大好きの女の子らしい一面もあり、親しみが湧く人だった。このように、勉強面＆遊び面でもとて
の頼りになる存在だった。
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イギリスの法体系
このページでは、イギリスの法体系について勉強したことを、ほんの一部ですが、参加者のノ
ートを使って紹介します。下記のノートは初回の授業でおこなった、イギリス法の特徴について
のものです。
A Judge Made Law
いわゆる英米法系に属するイギリス法は判例法主義
を採っています。判例が法的拘束力をもつので、その
意味では裁判官が法を作っていると言えます。授業内
では、重要な判例について、数人のグループに分かれ
て発表を行うこともありました。

Magna Carta
1215 年に制定されたマ
グナカルタは、イギリス
の法制度の基盤となりま
した。憲法典が存在しな
いイギリスにおいて、マ
グナカルタは今もなお憲
法を構成する成文法の一
つと言われています。

Statute Law
Statute law とは議会によって定められる法のことを
いいます。イギリス議会は庶民院（House of Commons）
と貴族院 (House of Lords) の２院で構成されており、
日本と同じ議院内閣制が採られています。留学中、
London trip の際には、国会議事堂の内部を見学するこ
ともできました。

Common Law
こ こ で い う common law と は 判 例 法 の こ と で す。
Statute law が存在しない領域では、裁判官は同様のケ
ースにおける判例に従います。また、大陸法に対して
の英米法のことも英語ではコモンローといいます。い
かに判例法主義が英米法において重要であるかがわか
ります。

H.Nyudo
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Legal Essay の書き方
＊ Legal essay とは＊
Legal essay とは法的な議論において用いられる伝統的な academic essay のことである。その
構成は以下のようになっている。
①

Introduction

トピックを紹介し、その問題の内容を述べる段落。
②

Main body
問題に対する自分の見解とそれを支える論拠、さらに自分の意見に対する反対意見を挙げ、そ
れを批判する段落。

③

Conclusion

全体の結論を述べる段落。
＊ Legal formal words ＊
Legal essay のような論文においては、使うべき単語と使ってはいけない単語が分かれている。
使うべき単語
・もしも→ whether, provided, supposing that, given, on condition that･･･
・ので→ since, due to, owing to･･･
・〜と比較すると→ whereas, in contrast, in comparison･･･
・しかし→ however, nevertheless, yet, nonetheless･･･
・それゆえに→ hence, thus, consequently, as a result･･･
・例えば→ for instance, for example, such as･･･
・〜にもかかわらず→ despite, in spite of, irrespective of, regardless of･･･
・けれども→ though, even though, albeit, although･･･
・その上→ besides, moreover, in addition, furthermore･･･
・〜のために→ so that, so as to, in order that（to）･･･
・一方→ on the one hand, on the other hand, alternatively･･･
避けるべき単語
because, but, like, also, and･･･
などが挙げられる。はじめのうちは使い慣れないものが多いと思うが、使っているうちに慣れて
くるはずだ。
こうしたことを踏まえてキチンとした体裁で essay を書かないと、中身がどんなに素晴らしい
ものを書いてもだめなのだ。
Legal essay は毎日の課題や Exam でも書くことになる。
私達はこの書き方をイギリスに行ってから学んだ。ぜひ参考にしてもらいたい。
N. Baba
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【裁判傍聴】Magistrate

Court

◆ Magistrate Court は、イギリスの裁判制度の中
で最も下級の裁判所です。
イギリスでは、その事例が民事・刑事かによっ
て上級審に進むプロセスが異なるのですが、この
Magistrate Court で は、 民 事・ 刑 事 事 件 を 問 わ
ず、実に様々な事例が日々審理されており、イギ
リス全事例の 95% がこの Magistrate Court で扱
われています。
左の資料は、イギリスの裁判所体系をメモした
授業ノートです。左上の方にその体系を簡単にし
た図が載っています。
◆ Magistrate とは？
Magistrate とは、この裁判で実際に判決を下
す人たちのことです。しかし、この人たちは、
法学的知識を有する法曹ではありません。Nonlegal people、つまり一般の人であり、その地域
の住民から選ばれます。この人たちが Court
Clerk（法曹で裁判の進行を担当）のサポートを
受け、審理をすることによって、Judge に地域
の人の意思が反映されます。

◆実際に行ってきました！
真剣な雰囲気の中、被告人・Barrister 共に非
常に近くに感じ、市民の声を裁判に生かしてい
る、ということが伝わってきました。
上の資料は、その時に取った法廷のスケッチで
す。Magistrate は 3 人、図の中央上部に座り、そ
の前に一人座るのが Court Clerk です。
左の資料は、傍聴した事例の Case note です。
暴行・薬物・強盗・その他隣人とのトラブルなど
この日だけでも様々な事件が審理されていました。
T.Saito
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【裁判傍聴】Crown

Court

◆ Crown Court は Magistrate Court よりも

さらに重い刑事犯罪を裁く裁判所です。
殺人罪や窃盗罪などの嫌疑がかけられてい
る被告人について裁判をします。
私が見学に行ったときは、窃盗罪を争う裁
判でした。
真ん中右端に陪審員が６人×２テーブル、
12 人座ります。
ここで下された判決に上告すると、Court of
Appeal での裁判となります。
このようにイギリスでは、扱われる事件、
また裁判の進展によって裁判が行われる裁判
所が違うのですね。
◆裁判傍聴に行った後は必ず Case Note を書
いて事件の復習をします。
Case Note とは、
① Citation…その事件の当事者は誰か
（その判決の名前）
② Brief facts…事件の起きた状況描写
③ Holding…判決結果
④ Reasoning…判決理由
の４つの項目で事件を整理する判例です。
イギリスの法学部生も実際にこれを作成し、
判例を学んでいます。
これを書くことはもちろん Writing 力の向上
にも繋がりましたし、何より法律の文章らしい
書き方を学ぶことができました。
書いた Case Note は Jackie 先生がキチンと
添削して下さるので、復習にとても役立ちまし
た。
J.Kawasaki
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〜未来の Law Course 生へ〜 その１
「Law Course の授業」
みなさんが実際にケンブリッジ大学で法学研修をスタートさせる前に、一番不安なことはなんで
すか？イギリスの生活に馴染めるだろうか、英語でちゃんとコミュニケーションが取れるだろうか、
授業についていけるだろうか……。きっとそれぞれ不安があると思います。
このコラムでは、そんなみなさんの背中を押せるように、法学の授業についていくつかアドバイス
をしたいと思います！
①クラス内
授業は週５日各 75 分。体験談の中でも触れられていると思いますが、はっきり言ってキツイ、苦
しい、緊張する。３K です。やはり、日本の大学での集団授業とは違って発言を求められる授業と
いうのは、慣れるまでは中々積極的になるのは難しいかも知れません。しかし、意見の有無に関わ
らず、なんとか言葉にしてみて下さい。
「The same opinion.」でもいいんです。まずは発言すること。
それが、授業を受けるという意思表示になるんです。
とはいえ、授業の内容についていけていなかったら何か発言しようと思ってもできませんよね。
ですからやはり、ある程度の事前準備が必要になってきます。具体的には、
★日本語でおおまかでよいので、イギリス法について知っておく
★日本の国内法を知っていると比較ができておもしろい
★法律用語を頭に入れておく
この３点が挙げられるかと思います。正直、私は授業を受けて復習すれば大丈夫だと思っていま
した。けれど、課題は多いし、模擬裁判の準備もあるし、なによりイギリスでの生活は１ヶ月しかな
いのに、たくさんの楽しいことが待っていたんです。…復習する時間はあまりありませんでした。
えらい目に合いました。
おかげで隙間時間をうまく使えるようになりましたが、もっと余裕を持ちたかったなという気が
しました。
ですからやはり事前に出来ることはしておいた方がいいかと思います。授業の中で、知っている
ことを英語で教えられるのと、全く知らないことを教えられるのとでは理解度が全然違います。
②クラス外
Law Course が大変なのは、授業というよりもむしろ課題量の多さ故かもしれません。基本的に毎
日出ます。Jackie 先生は「30 分で終わるからやってきてね」と言います。嘘です。30 分では終わり
ません。Jackie 先生の 30 分は私達の３時間です。Legal essay を書いたり、判例を調べて発表をし
たり、判例を調べてまとめたり（Case note）と様々な課題が出ます。そんな私達の強い味方が図書館
とパソコンルームでした。どちらも非常に使い勝手がよく、学習に必要なものは揃っていました。図
書館には授業がない午前中によく籠ってレポートを書きました。ケン
ブリッジの歴史を感じるところで勉強すると自然と頭が冴えました。
24 時間利用可能のパソコンルームは、判例検索や Case note 作成等の
為に利用できたのでとても有難かったです。
自分で調べてもわからない時は PA の Laura が助けてくれました。
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丁寧にわかるまで教えてくれました。そして何より、みんなで教え合い、時に励まし合い、助け合っ
たことがとてもよかったです。みんなとさらに仲良くなれました。
③ Exam
授業最終日に行われるテストは 75 分間で①論述問題②事例問題の２題でした。１ヶ月の授業す
べてが範囲だったので、前日はほぼ徹夜で勉強しましたが、試験中は自分が短時間にこれだけの量の
英文を書けるようになったのだと嬉しくなりました。授業をしっかり理解できていれば、全くできな
いような問題ではなく、授業で扱ったものの応用問題です。臆することはありません。
授業内でも、授業外でも大変なことはたくさんありましたが、だからこそコースを修了したとき
の達成感はとても清々しいものでしたし、自分の成長も感じられました。
やってよかったと思いました。
それでは、やっぱり授業が不安な後輩達へ熱いメッセージを紹介します。

イギリスに行く前はとても不安でした。ケンブリッジ大学の夏期研修は語学の上達を目的に
しているのではなく、英語で何かを学ぶことを目的にしている研修です。一体自分に何ができ
るのか、授業についていけなかったらどうしよう、非常に悩みました。ケンブリッジ大学で学ん
だことはイギリス法の大まかなことでしたが、最初の頃は何を言っているかさっぱり分かりませ
んでした。法律用の単語がポンポン出て来るのです。先輩たちはどれくらい理解できているの
だろうか、このままじゃ置いてかれるんじゃないだろうか、相当のプレッシャーでした。
授業は大変でした。次の日までにこの判例について調べてプレゼンができるように準備をし
ておけと言われたり、課題のレポートをポンポン出されたりで、夜の 1 時 2 時ぐらいまでレポー
トに取り組んでいるのは当たり前でした。そのためなかなか他のコースの人達とゆっくり話し
たりする余裕もありませんでした。しかし学習環境の良さに救われました。PA が分からない
所を教えてくれました。それでも分からない所があったら、先輩達に助けてもらいました（先輩
達の日本で学んだ法律の知識に何度も救われました）
。宿題が出た時には一つの部屋に 3、4 人
で集まってやったり、プレゼンの前には深夜までパソコンルームで調べものをしたり、みんなで
助け合ってなんとかやってのけたという感じでした。そんなことをしているうちに、プレッ
シャーはどこかに消えていました。また助け合って乗り切ったおかげで先輩たちととても仲良
くなりました。最初は難しかった授業も途中から少しずつ楽に理解できるようになり、最後の方
でやった模擬裁判で僕はしゃべる機会が結構ある役目を任され、陪審員の役目を任された日本
から来た教授方やケンブリッジで教えてもらった先生方に「彼は有罪ですか？無罪ですか？」と
いう質問をしました。模擬裁判が終わり PA と教授が「上手くいった、素晴らしかった」と言っ
た時、あまりの嬉しさに涙がこぼれそうになりました。そして、この研修に参加できて本当に良
かったと思いました。
１ヶ月はあっという間でした。忙しくてフラフラになった時もありました。でもとても充実し
ていました。間違いなく貴重な体験をしました。この研修に参加できて本当によかったと思いま
す。
ガッツがあれば、英語がそんなに喋れなくてもどうにかなります。もし、参加してみたいとい
う気持ちが少しでもあるなら、その人にはためらわずに参加してもらいたいです。（１年男子）
J.Kawasaki
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【模擬裁判】Mock

Trial 事件概要

研修も終盤に差し掛かった頃、私たちは授業とは別に Mock Trial（模擬裁判）を行いました。
◆事件概要◆
ケンブリッジ大学内で殺人事件が発生。
その場に居た容疑者の男子学生が逮捕された。当時、
その学生が被害者と口論、揉み合っている姿が目撃さ
れており、怨恨による犯行の線が濃厚だったが、被告
人は無罪を主張。そこには正当防衛の可能性や、警察
による不当な取り調べの匂いもあった。
果たして判決の行方はいかに…？
◆主な争点◆
・被告人は被害者に対し殺意を抱いていたのか、否か
・当時の被告人の精神状態と性格上の問題の有無
・警察の取り調べ方法・内容の妥当性等
右上の資料は、裁判準備段階で配られた事件概要を記したものです。これをたたき台にして、
私たちは Prosecution 側と Defense 側の二組に分かれ、証言内容や尋問を英語で作成し、台本を
作りました。
下の少し文量の多い資料は、英国式裁判を進行するための手順・決まり文句を記したものです。
裁判中は実際の裁判で行われているような形で、
Prosecution 側と Defense 側の双方 2 人ずつの法廷
弁護士が中心となり英語で尋問、最終弁論を述べ、
その間に各証人もそれぞれの質問に答えていきます
（自分の台詞の箇所にマーカーを引いていました）。
また進行役である Court Clerk や Usher なども登
場し、そして最後はもちろん、威厳たっぷりの裁判
官（Judge）が判決を述べます。おっと、裁判では
書記官（Logger）も大切ですね。
このように、研修生それぞれが様々な役割を担っ
て、この Mock Trial を行いました。
次のページでは、本事例の主要キャストを紹介し
ます。
T.Saito
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【模擬裁判】Mock

Trial 登場人物

模擬裁判では計 14 種類の役を各々が演じました。このページでは、事件に関わった登場人物
について紹介していきます。前半３人が検察側の証人、後半３人が弁護側の証人です。それぞれ
の証言内容から検察と弁護士がそれぞれどのように有罪無罪を勝ち取ろうとしたのか、反対尋問
の内容等も含め想像してみてください。ちなみにイギリスの弁護士には法廷弁護士（Barrister）
と事務弁護士（Solicitor）の２種類があります。基本的にはバリスタが法廷での弁論を行い、ソ
リシタが事件当事者からの依頼や相談を受けることになっています。模擬裁判でもバリスタが証
人尋問を行い、ソリシタは事前準備のみを担当しました。

Witness 1.Detective Inspector Kanako
大学からの連絡を受け、現場に駆けつけた警官です。裁判では、現場の状況や死体の状態、被
告人の自白の内容等について証言しました。

Witness 2.Ms.Ami
目撃者の大学院生です。図書館にて被告人と被害者が喧嘩をしている現場を目撃します。被害
者が落下した瞬間は見ていないものの、被告人が突き落としたに違いないと主張します。実は以
前、被告人と付き合っていたことがあり、当時の体験から被告人の嫉妬深さや、暴力性について
思うところを述べます。

Witness 3.Dr.Robert
精神科医です。大学で長く学生を診察してきた経験があります。被告人を事件後診察し、彼が
うつ状態でないことや、非常に怒りっぽい人であるという印象を受けたこと等を証言しました。

Witness 4.Ms.Rikako
被告人のガールフレンドです。被告人は募金や
難民支援等の活動に積極的に取り組む愛すべき人
間であると証言します。また、自身がボール氏（被
害者）と関係を持った際に、彼から暴力をふるわ
れたことがあると語りました。

Witness 5.Dr.Richard
老年痴呆を専門とする精神科医です。事件当
時、被告人が極度のうつ状態であったと証言しま
す。

Witness 6.Mr.Tom
被告人です。ガールフレンドの浮気相手アラ
ン・ボール氏を、図書館の３階から突き落とした
疑いで裁判にかけられます。裁判では、口論のす
えボール氏から殺されそうになったのだと話しま
す。また、自身の自白に関して、警察の捜査の不
当性を主張します。
H.Nyudo
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Mock Trial（模擬裁判）１
ケンブリッジのいちばん長かった日 〜被告人トムから見た Mock Trial
「被告人、トムにアラン・ボール殺人の罪で終身刑を求める。
」
2010 年８月 30 日、トムこと私、金親知憲はケンブリッジ歴史法廷の被告人席にボーっとした頭
で立っていた。ボーっとしていたのは毎晩英米法の探究に励んでいたからである。断じてスコッチ・
ウイスキーのせいではない。ちなみに英国では死刑は 1969 年に廃止され、終身刑が最高刑である。
検察官が私の罪状を読み上げる。検察官によると、私は昔付き合っていた彼女の今の彼氏（ボー
ル氏）にジェラシーを感じ、彼をケンブリッジ大学図書館３階に呼び出し、そこから突き落として
殺したのだそうだ。検察官はとにかく私を有罪にしようと、弁護側は何が何でも無実を勝ち取ろう
と、法廷には張り詰めた空気が満ちていた。そう、これは Mock Trial（模擬裁判）である。
法律コース 16 名全員が、それぞれ裁判官・弁護士・検察官・証人を演じて裁判を闘い、傍聴し
ている先生方が陪審員として評決を下すのである。陪審裁判では、いかにして陪審員を説得でき
るかが勝敗の鍵を握る。勿論 Mock Trial は英語で進行する。
時は遡り、８月９日のケンブリッジ初授業。法律コースを担当されるジャクリーン女史が「８月
末に Mock Trial を開廷します。お楽しみに！」と楽しそうにおっしゃり、ケンブリッジの学生で
あり、プログラム・アシスタントでもあるローラ姉さんも目を輝かせていた。対して我々の大半は
『模擬裁判なんて初めてだし、しかもそれを英語で出来るのだろうか？
！』と、期待よりも不安を感
じていた。
Mock Trial １週間前。ローラ姉さんが「大筋はこのシナリオで行くから、細かいところは自分
たちで決めてね♪」
と言って台本を配られた。ところが、１週間というのはあっという間なもので、
準備はなかなか進まず、前日リハーサルの後に「このままじゃマズイ‼」ということで、深夜まで
打ち合わせを重ねたのである。故に私はボーっとした頭で出廷したのである。すでに準備の段階
で検察側も弁護側も絶対に勝とうとピリピリしていた。勿論 Mock Trial が終われば、また仲良し
に戻るのである。遊びは本気だからこそ面白い。
ついに審判の日。先に検察側の証人が、次に弁護側の証人が主尋問・反対尋問の応酬に晒され、
検察側・弁護側双方ともに相手の証人の信憑性を損なおうと「仁義なき戦い」が繰り広げられた。

（裁判後の弁護側記念写真。右から２番目が筆者）

（模擬裁判が行われたケンブリッジの歴史法廷）

全ての証言が終わり、陪審員が合議に入った。果たして評決は…？
！
それは皆さんがこのケンブリッジ大学夏期法学研修に参加して、ご自身の耳で聴いて頂きたい。
T.Kaneoya
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Mock Trial（模擬裁判）２
私が Law Course の授業の中で一番思い出に残っているのは、この Mock trial
（模擬裁判）
です。
Mock Trial は教室の勉強以外でイギリス法を学べるとてもよい機会でした。イギリスには２種類
の弁護士がいます。１つは Barrister（法廷弁護士）と言って法廷で実際に争う人。もう１つは
Solicitor（事務弁護士）と言って弁護士の事務の分野の仕事をする人。そしてこの２人が検察側
と被告人側の双方についてイギリスの裁判は行われます。私は検察側 Barrister を演じました。
私は今まで模擬裁判を経験したしたことがなかったのですが、「いやぁ〜おもしろかった
＾＾！」というのが素直な感想です。争われる事件の大まかな概要は PA のローラがつくってく
れましたが細かい設定は任されていたので、双方いろんな設定（Tom は恋人のケータイを勝手
に覗く程の束縛男だ、とか）の付け加え合戦になり、最終的に Tom が最低最悪な人になってし
まいました（金さんごめんね＞＜；）それからどちらも必死に双方の証人の設定を洗って、相手
の穴を探そうとしました。私達検察側も Barrister、Solicitor で何
度も集まって、どこを重点的に攻めるのか話し合いました。それで
も準備は思っていたより大変で、前日も１つの部屋に集まってみん
な遅くまで自分達の作戦の構成の練り直しをしました。やるからに
は勝ちたい。自分達に有利なことを主張し相手の主張を潰すにはど
うすればいいのか、それを考えるのは実際の裁判を思わせました。
そしていよいよ本番、裁判はとにかく緊張しました。昔実際に使われていた法廷で、陪審員が
いて、黒いガウンを着て、かつらを被って、本物の裁判そのままでした。そして準備したメモが
あるとはいえ、ああいった場で話すのは、それはもう…。けれど検察側として Tom が全くもっ
て悪いのだと陪審員に訴えるためには、物怖じなどしていられません。自然と熱が入りました。
堂々と、Barrister らしく。他の皆も真剣にそれぞれの役に成りきり、鋭い質問と証言者達の上
手い返しで白熱した裁判が繰り広げられました。
終わった後の達成感はなんとも形容し難かったです。これを通して陪審員を、人を納得させる
のがどれだけ難しいことか学びました。大変だったけど、もう１回やりたいなぁ。

（結果は…）

（裁判後、みんなでパチリ。法廷にはかつての裁判を再現するマネ
キンがいっぱい）

J.Kawasaki
− 21 −

− The Map of Cambridge −

① Corpus Christi College
普段通うメインの校舎。ここに授業教室、学食、イベント掲示等がある。
寮の部屋の鍵を中に閉じ込めてしまってここの守衛さんに何度も御世話になった（汗）
② The Eagle Pub & 学生寮
研修生が使う学生寮。ここで他のコースの研修生と共に 1 ヶ月を過ごす（今年度は一部別の寮の
人もいました）。研修中は何度も、夜遅くまで集まって、勉強会や飲み会などをしていた。目の
前にある Eagle はケンブリッジの歴史的に有名な Pub のひとつ。
③ Pembroke College
Corpus の隣の校舎。ここで Formal Dinner や Ceremony を行う。また、Pembroke Bar もあ
り、ここで現地の学生や他大学の留学生と交流できる。
④ Sainsbury s
Sidney st にあるスーパーマーケット。食材や日用品の買い出しには最も便利な所である。お酒
も買えるが、必ず年齢を確認されるのでパスポートの持参を。
⑤ Marks&Spencer
Market Hill にあるスーパー。上記④と比べると若干高級な雰囲気がある。買い物以外に、両替
（Exchange）が出来るので、現金が無くなったらこちらへ。
⑥ Market Hill
Cambridge のメイン広場。ここで週末等にマーケットが開催される。また、夜になるとハンバ
ーガーショップなども集まり、クラブ帰りの若者たちで賑わう。
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フィールドトリップ（PA 企画）１
過酷な平日の勉強を乗り切ると…週末は PA 企画のフィールドトリップが待ってました ! !
ケンブリッジのみならずイギリス各地に出かけることが出来ます。
例えば、一時間歩いてやっとたどり着いたアフターヌーンティー、エディンバラへのツアー、
ロンドントリップ、ケンブリッジ名物のパンティング（ボートのようなもの、これを漕ぎこなす
のは至難の業！）
、オックスフォード・バース・コッツォルズへのツアー、雨に濡れながらイー
リーへサイクリングなど内容は盛りだくさん！

サッカーの試合観戦で England を応援！

その中でも特に紹介したいのが、エディンバラ in スコットランドへのツアーです！ここは緯
度が高いのでとても寒く、「今って夏だよね？？」という声もちらほら。
街の中心へ一歩踏み出すと、ラッキーなことにフェスティバルの開催期間中だったので世界中
からたくさんの観光客で溢れかえっていてとっても賑やか♪スコットランドの民族衣装であるチ
ェック柄スカートをはいた男性や本物の銅像と間違えるくらい微動だにしない大道芸人など仮装
した人があちこちにいてワクワクしました。また、歩道がコンクリートで舗装されていない石畳
が残っていたため、段差があり歩きにくいものでしたが古い歴史が感じられました。高い城壁に
囲まれたエディンバラ城が街のシンボルとしてそびえたっていて、見晴らしは最高です！

The Edinburgh Castle

次にロンドンバスならぬエディンバラバスに乗ってバスツアーで街の名所をぐるりと回りまし
た。オープントップなので風を直接肌で感じながらジェットコースター気分でスリリング！２階
からの眺めは歩いた時とはまた一味違った良さがあり、マンションの住民と窓越しに手を振って
コミュニケーションをとるなどおもしろい体験も。現地の人との触れ合いも旅行の醍醐味です。
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夜にはゴースト・ツアーがあると聞いていたので日本のお化け屋敷のようなものかと皆が期待
していました…が！マントを羽織った訛りの強い男性が古めかしい建物に案内するだけで終わっ
てしまうというちょっとがっかりするようなツアーだったため、PA が誇張広告だと訴えて料金
の一部返金を請求するという事件？も起こりました。結局、お金は一部戻ってきたのですがイギ
リスの学生の大人にも臆することのない行動力に驚かされたのでした。その後の自由行動では翌
日に誕生日を迎える Law Course の PA のため、ケーキとカードのプレゼントを渡し祝福！イギ
リスのお店は大抵午後５時に閉店してしまうので、探すのには苦労しました…。しかし、サプラ
イズに驚いた PA の Big smile に思わず私たちも感動！

Surprising birthday party!

Edinburgh Bus

二日目は有名なスコッチウイスキーの資料館を訪れました。
アトラクションに乗りながら作り方を学び、麦の産地別にウイスキーを試飲！私は残念ながら
ウイスキーを飲むことはできませんでしたが、香りだけ楽しんでお土産を購入しました。先輩方
の話によると、とても美味しかったようなので大人になったらまた訪れようと思います。

この他にもたくさんのハプニングや事件が起こりましたが、今となってはひとつひとつが心に
残るいい思い出となっています。せっかくイギリスに行くのならケンブリッジだけでなくいろい
ろな場所を巡ってみると 2 倍、3 倍、それ以上に楽しめると思うので、できるだけ多くのフィー
ルドトリップに参加することをおススメします ! !

K.Yokoshima
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フィールドトリップ（PA 企画）２
歴史を旅する
ケンブリッジ大学での授業も終了し、研修も終わりに近づいた頃、私たちはオックスフォー
ド、バース、コッツウォルズを巡る旅行をしました。この旅行の目玉は、世界文化遺産にも指定
されているバース市街の観光です。バースとはロンドンの西 140km に位置する、ローマ浴場跡
やバース大僧院などで有名な観光地です。
私たちはバースに到着後、皆でバース大僧院を見学しました。この大僧院は、自然光に輝く美
しいステンドグラスが数多くあることが特徴です。建物内部は荘厳な雰囲気で満ちていて、ヨー
ロッパでしか味わえない特別で神聖な空気に触れることができました。

バース大僧院を出た後、私たちは大僧院のすぐそばにあるローマ浴場跡に行きました。ローマ
浴場跡とは、紀元 1 世紀にイギリスに侵略してきたローマ人が建築した大きな浴場の遺跡です。
浴場跡とはいえ、現在も 100 万リットル以上の温水が湧き出ています。ここはまさに古代ローマ
を舞台にした映画などに登場する巨大な浴場そのものでした。お湯に浸かることはできません
が、複雑に入り組んでいる建物内部には、見所が数多くありました。
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その後、私たちはいくつかのプランの中から自分の気に入ったものを選んで、それぞれグルー
プごとに行動しました。バースで有名なスパに行くグループ、パターゴルフ体験グループ、
ジェーン・オースティン博物館見学グループなどがありました。どのグループにも 1 人ずつ PA
がついてくれ、歴史や文化などについての彼らの解説を聞くことができました。そのおかげで少
人数のグループでも安心して街を観光することができました。

翌日ケンブリッジへ帰る途中に、長時間のバス移動の休憩も兼ねて立ち寄ったのがコッツウォ
ルズです。コッツウォルズは、英国人はもとより世界各地からの旅行者が訪れる大変人気のある
観光地です。優美で静寂な村々で知られ、さらに「イングランドを象徴する地域」としても有名
です。建築物は、床から屋根のかわらに至るまで地元で採れるはちみつ色のライムストーンを使
用して造られています。まるで街中が魔法にかかっているかのような雰囲気さえ感じさせてくれ
ました。私たちはパブで昼食をとった後、後日に予定されていた仮装パーティーの衣装を探した
り、美しい街中を散歩したりと、各々が自由時間を満喫しました。

R.Suzuki
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フィールドトリップ（法学）１
車窓から見える黄金色一面の麦畑を眺めながらの朝ごはん。それが法学のフィールドトリップ
の始まりでした。
まず足を運んだのは The Royal Courts of Justice という裁判所。

Court of Appeal と High Court という二つの裁判所を有する場所でした。建物の荘厳な雰囲
気に加え、内部はガウンを着て歩きまわる人々、整備する人が生きて帰って来なかった時計、建
築技師の悪戯で出来てしまった模様の違う柱など、
面白さも秘めた空間でした。そこで実際に裁判が行
われている部屋に入って以前裁判官として働いてい
た人の話を聞きました。誰がどういった仕事をする
のか、部屋の中にある判例の本にどれほどの歴史が
詰まっているのか、裁判官が被るカツラの材料は何
かなど興味深い話ばかりでした。最後にその人と一
緒にカツラを被って写真を撮り、The Royal Courts
of Justice の見学は終了しました。
次に行ったのはビッグベン。国会議事堂として使
われているビッグベンは、古い外観とオリバー・ク
ロムウェルの像などがあり、歴史を感じさせる建物
でした。また銃を持った警備員が歩き回っている光
景や、入る前に所持品のチェックをされているのを
見て、その建物の重要性が大変よく分かりました
（セキュリティーのチェック時に、ワインオープ
ナーを持っていたために大変な目にあった人もいま
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したが）
。建物の中はステンドグラスの窓や歴史
的出来事が描かれた壁など、荘厳さが漂う空間で
した。特徴的だったのは庶民院の部屋の椅子は全
て緑の革張りで、それに対して貴族院の部屋の椅
子は全て赤の革張りだということでした。そして
貴族院の議場にあった国王の座る椅子は金色で煌
びやかで、まさに王のためにある椅子のように思
えました。また政界の歴史的著名人の像が沢山置
かれている部屋や、廊下の壁にある本棚に隙間な
く並べられた大量の数の本は圧巻でした。
ビッグベンの後 PA の知り合いで barrister（法廷弁護士）の卵である人に会って、barrister
になるために勉強する大学院のような場所を案内してもらいました。案内された建物にはグリ
フォンのマークが刻まれており非常に興味深い場所でした。イギリスでは大学などの学ぶ場所に
は必ずと言っていいほど緑が植えられています。案内された場所も交通量の多い街中にあったの
ですが、現代的な建物だけのシステマチックな場所ではなく、歴史のある建物と落ち着きのある
緑の芝生や木があり、勉強するのには非常に良いと思われる場所でした。案内が済んだ後はみん
なでイタリアンレストランに行って美味しいピザやパスタ
を食べました。

食事の後は、他のコースの人たちと合流してみんなで
ミュージカルを観に行きました。 マンマミーア

を観ま

した。歌や踊りが素晴らしく、エンディングで僕はあまり
の素晴らしさに感動して立って拍手をしていました。
バタバタして忙しかったですが、とても充実した 1 日で
した。

National Rail とロンドンアイのチケット

N.Yuzuriha
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フィールドトリップ（法学）２
「みなさんはイギリス法をどれくらい知っていますか？」
きっと、「イギリス法の制定方法や裁判制度についてくわしく知っている！」という方は少な
いと思います。実際、私自身はイギリス法について全く無知な状態で今回の研修に参加しました。
正直な話、今まで海外経験がなかった私にとって、英語で理解しなくてはならないという語学上
の問題がある上に、今まで聞いたこともないような法体系や裁判制度が毎日次から次へと現れ、
焦ってしまうことは多々ありました。そんな私にとって、この法学研修のフィールドトリップ
は、想像していたものを実際に自分の目で見て確かめられるという点において、本当にためにな
るものでした。

フィールドトリップでは、ロンドンにある The Royal Courts of Justice（高等裁判所）
、The
Houses of Parliament（国会議事堂）や Temple（弁護士を養成する場所）を見学したり、PA の
友人である barrister（法廷弁護士）と solicitor（事務弁護士）からお話を聞いたり、ケンブリッ
ジにある地方裁判所での裁判傍聴、イギリス法を制定する上で登場する White paper という法
文書の見学などがありました。どのフィールドトリップもとても貴重な体験ばかりで、この研修
に参加したからこそ得られた経験だったと実感しています。

The Houses of Parliament

The Royal Courts of Justice

Temple を見学している様子
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ケンブリッジの地方裁判所の裁判傍聴をするフィールドトリップでは、刑事系の裁判所と民事
系の裁判所の２種類の裁判所に行き、実際の裁判を傍聴し CASE NOTES（裁判記録）を作り、
その後、授業でどういった事件だったか、どのような判決になったかを授業時に発表しました。も
ちろん、PA が裁判内容について、CASE NOTES の書き方などをフォローしてくれます。実際の
裁判での英語はとても早く、聞き取り、理解することは困難でしたが、裁判が進行していく様子
や弁護士・裁判官・被告人の姿を生で見ることができ、裁判所内の雰囲気などが味わえました。
（意外なことに、重重しい雰囲気ではなく穏やかな雰囲気でした）

イギリスの刑事裁判所とその入り口

このように、授業内での講義だけでなく、様々な人に出会い、様々な場所を訪れつつ、イギリ
ス法を学びました。私は、イギリスの司法制度や政治制度に生で触れることで、イギリス人の生
活をより強く感じました。日本から遠く離れたイギリスにおいても、ルールは違えども日本と同
じように、その土地にとって論理的な法があり、人々の営みがあります。両国ともうまく生活し
ていることの不思議さ、面白さがありました。
最後になりますが、私はこの法学研修に参加して心から良かったと思っています。法学の授業
は、自分の持っている力を最大限使わないとついていけないレベルでした。しかし、その分、授
業の内容をきちんと理解でき、自分の意見を伝えることができた時のうれしさは本当に大きなも
のでした。初めて先生の質問に答えられた時の先生の笑顔、法学研修のメンバーと授業内容につ
いて夜遅くまで確認し合い、宿題を協力して終わらせたことは、今でも忘れられない思い出で
す。法学研修は、英語力の向上だけではなく、様々な素晴らしい経験ができる研修です。ここま
で読んでくださった方の中には、法学の授業は難しそうだなと心配なさる方もいるかもしれませ
んが、やる気さえあれば！！ 絶対に大丈夫です、ぜひ、素敵な思い出を作ってください。

（法学研修中に乗った、ロンドンアイ）
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K.Tsubakimoto

Weekend 1

ケンブリッジ探訪
〜 INDOOR な私のすごしかた〜
このページではお金を節約したい人や、ロンドンなどへ遊びに行く流れに乗り遅れた人、遠出
は疲れる、といった人が週末を楽しめるよう、ケンブリッジ大学周辺のおすすめの場所を紹介し
たいと思います。どの場所も大学から徒歩５分以内の所にあります。ぶらっと立ち寄ってみてく
ださい。
①市場
街の中心では市場が開かれています。ところ狭しと並ぶカラ
フルなテントが目を引きます。果物や衣服、おみやげ品等、い
ろいろなものを売っています。筆者は海外が初めてだったの
で、ぶらつくだけでもおもしろかったです。でも、結局、スー
パーへ行きました。
②縄のある部屋
ケンブリッジは涼しいところですが、留学の季節は夏。心霊ス
ポットを紹介しておきます。左の写真には、天井からぶら下がる
９つの縄が写っています。ここは、かつて９人の犯罪者が同時に
絞首刑になった処刑部屋です。心霊スポットとして人気があるそ
うです。嘘です。本当は教会の鐘を鳴らす装置です。お金を払え
ば見られます。下の写真は、その教会の屋上から写したもので
す。イギリスの街並には、なんともいえない雰囲気があります。

③イーグル
最後に紹介するのは、皆さんが泊まるコーパス寮のすぐそば
にあるイーグルです。パブの名前です。現地の人にも大変親し
まれている伝統的なパブで、かつてボヤ騒ぎがあった時は、消
防車が大挙してやってきたそうです。料理はステーキがお勧め
です。実は、このパブには本物の心霊スポットがあります。ぜ
ひケンブリッジに行ってその真相を確かめてみてください。
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H.Nyudo

Weekend ２
イギリスに行くのなら絶対にサッカーを観る ! ! ! ! ケンブリッジ研修が決まってから僕はこう決
意していました。とはいえ、イギリスではプレミアリーグのチケットはとても高く、ロンドンで
の試合ではあまり知られていないマイナーなチームでも￡100 以上かかります。ちなみにインタ
ーネットの中にはフェイクサイトもあるのでチケットを取る人は気を付けてください。
結局僕は他に行く人にお願いしてマンチェスターの試合を観にいきました。土日を使ってマン
チェスターからリバプールに行く日程でした。マンチェスターはイギリス一番の工業都市でとて
も活気があります。スタジアムまでは早めに行きましたが、クラブのオフィシャルショップでお
土産を買うとかなり時間を使ってしまいました。スタジアムの雰囲気は日本では決して味わえな
いのでぜひ足を運んで体感してください ! ! ! 宿は夏休みだったので、大学の寮を使いました。安
さがウリですが安いだけあって枕も掛け布団もタオルもないので、あらかじめチェックしてそれ
でもある程度の覚悟をしておいてください。
２日目は当然のごとく寝坊して、リバプールには当初の予定より２時間遅れて着きました。こ
の日リバプールは音楽祭で町全体がお祭り用に飾られていました。時間のない僕たちはビートル
ズ博物館に行きました。リバプールは港町でありさらに遊園地や博物館など様々な観光名所もあ
るので個人的には一番お勧めです。
この２都市はイギリスの経済発展を支えた町でケンブリッジとは全く違った町なので、ぜひ行
って僕たちが行けなかった場所も楽しんできてください。
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Y.Ono

Weekend ３
Weekend in London
London、そこはイギリスを訪れる者なら一度は足を踏み入れ、そして堪能したい街である。
…それは当然、私たち法学メンバーたちも同じである。ここでは私が見て、聞いて、感じた
London を紹介していきたい。
Musical（ミュージカル）

Football

London を訪れたらまずミュ

イギリスを訪れたらしたいことの中でも、

ージカルははずせないだろう。

サッカー観戦にはかなり期待する人も多いだ

Piccadilly Circus 周辺、ミュー

ろう。

ジカルの本場では、各作品の劇

私たちは研修開始 1 週目に、写真の Wembley

場がネオンの輝きと歴史あるオ

Stadium にて、イングランド代表戦を観ること

ーラを放ち、街全体で芸術的な

が出来た。このスタジアムは、London 郊外に

雰囲気を醸し出している。

あり、主に代表戦や、FA 杯の決勝などで使用

チケットは、基本的に事前に Web にて前払いし、
その控えを持って劇場に行くという流れが一般的であ
る。 値 段 は 席 によってピン からキリまで ある が、
Discount Ticket の Web サイトを使えば、だいたい￡
30 〜 80 くらいで買えるだろう。たかがミュージカルに
そんな高額を払うなんてと思うかもしれないが、会場
の雰囲気、作品の完成度の高さを肌で感じれば、どう
せ観るなら良い席で！と多くの人が思い直すだろう。
（ちなみに筆者は上記写真マンマ・ミーアを￡72 で一
般席 1 階の前から 3 列目で観賞し大興奮だった ! !）

されている。他にも、London にはプレミアリ
ーグの複数のクラブチームがあり、中でも名
門アーセナルの本拠地 Emirates Stadium で同
じく名門チェルシーとのダービーマッチが行わ
れた日には、London の地下鉄が赤と青のユニ
フォームの集団で埋め尽くされていた。チケッ
トさえ取れれば、London でも本場のサッカー
観戦が出来るの
で、ぜひチャレン
ジすることをおす
すめしたい。

時間帯としては、週末の夜をおすすめする。作品
自体は昼間も上演されているが、客の入りは夜の方
が圧倒的に多い。特に Saturday night は、客は皆ノ

この他にも、バッキンガム宮殿やロンド

リノリで観に来ているため会場全体が湧きやすい。

ン塔などの世界遺産や、大英博物館や Tate

Standing ovation なども気兼ねなく出来るだろう。

Modern などの美術館・博物館、そして中心

マンマ・ミーア、オペラ座の怪人など、一度は聞

街でのショッピングなど、とてもここでは

いたことがあるだろう作品が並ぶ London の中心街、

紹介し尽くせないほどの魅力的な場所が

美術館やブティック街が閉まり手持ち無沙汰な夕暮

London にはある。

れ時に、是非足を運んでみてはいかがだろうか。

週末は、限られた時間の中で、研修参加者
それぞれ思い思いに計画を立てて貴重な体験

を探しに出掛けていく。ちなみに筆者は、4 週しかない研修中 3 週も London に行ってしまった。
そのくらい魅力溢れる首都 London。ぜひそれぞれの楽しみ方を計画し、この街に触れ、堪能して
もらいたい。

T.Saito
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コラム 美味しいお店紹介
イギリスと言えば食事がマズイというイメージがある。
確かに、美味しくはなかった。しかし、マズイわけでもない。ただ、飽きるのだ。
そんなイギリス（ケンブリッジ）の中でも、筆者が美味しいと感じたお店を紹介する。
★ 5 つを Max としてお店を独断と偏見で評価してみた。参考にしていただけると幸いである。
マハラジャ ★★★★☆
ケンブリッジの学食は思ったよりも美味しかった。し
かし、バリエーションが少なかったため、1 週間もたつと
メニューに飽きてしまった。そこで、新たなお店を開拓
しようという考えに至った。イギリスはインド人の移民
が多いため多くのインド料理店がある。それを知ってい
た私は、 Sainsbury’s

の店員にケンブリッジで美味しく

て安いインド料理屋を聞き、見つけたのがマハラジャである。一人前が約 10 ポンドで、おなか
いっぱい食べられる。ただし、エキストラホットと注文するとヒドイ目にあう（筆者経験談）
。
大学から歩いて 20 分と少し遠いのが難点であるが、行く価値は大いにある。ぜひ、学食に飽き
たら食べに行ってほしい。
The Trailer of Life

★★★★★

大学付近の広場で夜の 8 時から深夜 4 時まで営業する
トレーラ型のハンバーガーショップ。値段も 3 ポンドと
リーズナブル。しかし、大きさはマックのハンバーガー
の約 2 倍。
食べごたえはものすごくある。近所のクラブやパブで
遊んだ後に、締めとして食べるのがサイコー。ただ、体
重増加は防げないため気をつけないとだめである。
「レタス＆オニオン？」と店員は必ず聞いて
くる。常連になると答えなくとも、いつものが出てくるｗｗ。ちなみに筆者は、チーズバーガー
にエブリティングが好みである。ぜひぜひ、食べてほしい。この店のバーガーを食べると、中毒
性があるので気をつけて欲しい。筆者を含む約 5 名が中毒になり、ほぼ毎日この店に通ってい
た。
BELLA ITALIA

★★★☆☆

川の畔にあるオシャレなイタリアンレストラン。様々な
種類のパスタやピザがあり、どれも大変美味である。ぜ
ひ、グラスワインと一緒に堪能してほしい。一人前が約
15 ポンドと、少々高めであるため☆ 3 つとする。デート
にお勧めです。
K.Nishita
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寮生活と食事 １
感動は、キャンパスだけじゃない。
800 年の伝統と実績が、ここにも眠っている。
＊ Pembroke（ペンブルック）＊
本来、法学研修・語学研修参加者全員が Corpus Christi
（コー
パス・クリスティ）寮に宿泊する予定であった。が、しかし！ 部
屋割り発表時、小生含め数名の参加者はその名簿に名前が記載
されていなかった…。
「我々は一体何処へ宿泊するのだろう…？」
そんな不安の中、その数名が案内されたのが、Pembroke（ペンブ
ルック）寮であった。Corpus Christi が改修工事中の為、全員が
Corpus Christi に宿泊することが出来なかったのである。兎に
も角にも我々は、Pembroke 寮へと足を踏み入れて行った。

Pembroke 寮の部屋

右図を御覧頂きたい。これは小生の宿泊した部屋の間取り図
である（見づらいのはご愛敬）
。当初はなかなかの部屋だと満足
していたのだが、のちに「俺の部屋狭いんだよね〜。」と言っ
ていた Corpus Christi 寮宿泊の友人が小生の部屋を見て「狭
いね…。」と一言発してショックを受けることとなる。そう、
Pembroke 寮の部屋は Corpus Christi 寮の部屋と比べてとても
狭いのである！ そして宿泊して初めて分かる、殺人級の寒
さ！ Pembroke 寮は日が当たらない為、小生は布団の中でう
ずくまっていても夜中に寒さで目が覚め、まるで夢遊病者の如
く上着を捜し求めるという始末。そのうえシャワーが冷水しか
出ないという日も！ 扁桃炎にかかるわけである。
そんな散々な日々を送っていた我々 Pembroke 寮宿泊組で

Pembroke 寮の部屋の間取り図

あったが、得をしたこと
もあった。我々は Pembroke と Corpus Christi の両方の図
書館を利用出来（Corpus Christi 寮宿泊組は Pembroke の図
書館を利用出来なかった）
、また Pembroke の食堂の美味し
い料理を堪能することが出来た（但しミールカードは使えず）
のである。
来年には Corpus Christi の改修工事が終了し、Pembroke
に宿泊することはなくなってしまう。ならば伝統と歴史ある
Pembroke 寮に宿泊したという我々の経験というのは、後の
研修参加者が味わうことの出来ないかけがえのないもの？で
あったのではないだろうか。
左上：Pembroke の図書館。荘厳な雰囲気の
漂う素晴らしい図書館であった。
右下：Welcome Party での Pembroke の料理。

そんな Pembroke に愛を込めて、筆を置くことにする。
R.Utsunomiya
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寮生活と食事 ２
＊ Corpus Christi（コーパス・クリスティ）＊
寮 は Corpus Christi（コー パ ス・クリスティ）寮と
Pembroke（ペンブルック）寮に分かれており、私は

Corpus 寮に滞在しました。Corpus 寮は EAGLE（イー
グル）というパブの隣にあります。中は少し複雑で、
初めのうちは、自分の部屋にたどり着けない人もいま
した。部屋ごとで大きさは異なり、私が使った部屋の
ようにベットと椅子と勉強机しかない狭い部屋もあれ
ば、ソファや椅子が複数ある広い部屋もありました。
部屋割りは法学研修も語学研修も関係なかったので、参加している研修は違っても、たくさんの
人と友達になれます。
＊食事について＊
食事は、どこで何を食べるか基本的に自
分で決められました。私は主に朝は食堂で
食べました。食堂はバイキング式で、朝は
パンやベーコン、コーンフレークなどがあ
りました。支払いはミールカードという予
め 120 ポンドがチャージされているカード
で支払いました。食堂を使用する頻度に
よって、ミールカードのお金が余ったり、
足りなくなったりと様々な人がいました。
ミールカードのお金がなくなった場合は、
現金で支払うことができます。
昼食は食堂で食べたり、友達と一緒にど
こかに食べに出かけたりしました。朝と比
べると食堂のメニューの値段が高くなるの
で、基本は外食でした。夕食も食堂か外食
でしたが、イギリスはお店が閉まるのが日
本よりも早いので、食堂で食べるほうが多
かったです。
また、イギリス名物の Fish and Chips は
お店によって味が違うので、色んなお店を
試しても面白いと思います。
N.Baba
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〜未来の Law Course 生へ〜 その２
さて、これまでこの冊子を読んできたけれども法学研修のイメージがまだあまり湧かない、
そこのあなた！
ここでは、あなたによりイメージしてもらえるよう、生活面でのアドバイスをしていきます。
Episode １ At コーパス寮

00：30am

ケンブリッジ生活１日目。遅い夕食を食べ、部屋が近い友達と話しながらシャワーの順番待ち
をしていたらあっという間にもうこんな時間！ようやく入ると「あれ、なんかぬるい気がする。
…あれ水になっちゃった！」その後いくら待ってもお湯に変わらず…仕方がないので水のシャ
ワーを浴びました…。
★イギリスには寝る前にシャワーを浴びるという習慣がない為、みんながまとまった時間にお湯
を使うとストックがなくなって水になってしまいます。遅くなったら、潔く朝シャンしましょう。
Episode ２ At コーパス寮

10：00am

今日は午前中に授業がないから洗濯をしよう♪数日分の洗濯物を持ってランドリーへ。
①「１回 20pence ね。あ、ぴったりないや。これ、おつりでないの？」
★そうなんです。
ランドリーの洗濯機にはコインを入れる穴はあっても出てくる穴がないんです。
洗濯以外にも、例えば National Rail のキングズクロス駅のトイレが有料だったりと何かと小
銭を使うことは多いです。小銭はいつも少し多めに持っているとよいです。
★洗濯は割りとお金がかかるので、友達と一緒にやるとお得です。
②「洗剤忘れて来ちゃったから取りに帰らなきゃ…あれ、鍵がない！！」
★鍵を部屋に忘れたり、失くしたりするともう大変です！
大学の入り口の鍵、コーパス寮の入り口の鍵、自分の部屋の鍵、図書館＆パソコンルームに入
るためのルームキーが１つになっているので、鍵は常に肌身離さず持っていて下さい。自分の部
屋へは、PA がスペアキーを持っているので入れますが、失くさないよう気をつけて下さい。ち
なみに筆者は２回程自分の部屋（オートロック）に鍵を置いたまま部屋を出てしまったことがあ
ります…大変でした…。
Episode ３ At コーパス食堂

12：30pm

今日のお昼は学食で食べることにしました。友達の A 君はひとつの種類をいっぱい取ってい
るけど、私はたくさんの種類をちょっとずつ。これがバイキング形式のいいところよね♪
ところがお会計してみると「A 君より量は少ないのに、私の方が倍くらい高い！どうして？」
★学食の料金は量ではなく品数で決まります。少しずつたくさんの種類を取ると値段は上がりま
す。イギリスは食べ物が高いので、気にせずいるとあっという間にミールカードを使い切って
しまうかも知れません。
★学食のメニューは１日３回変わりますが、毎回必ず

本日のポテト

がメニューにあります。

揚げたり蒸したり、様々なポテトが楽しめます。じゃがいも好きにはたまりませんね。
★イギリスではお米が全く食べられないのかというと、そういうわけでもありません。たまに学
食のお昼でライスが出ます。しかしこれはタイ米です。
周りの人には驚かれましたが、ケチャッ
プをかけてケチャップライスにすると食べやすくおいしいのでおすすめです。
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Episode ４ In London, weekend

2：00pm

金、土、日の３連休を使ってロンドンに来ました！今はロンドン塔を観光中。
「うわぁ〜この鎧すごい！あそこには日本刀が飾ってある！どうしてだろう？……あれ、みんな
どこ行ったの？」
展示品がおもしろくって、気がついたら１人。私は携帯を持ってないから連絡は取れないし、
どうしようっ！……必死に探し回って、無事にみんなと合流できました。ヨカッタ。
★日常生活でもそうですが、小旅行中に１番怖いのは、友達と逸れてしまうことです。そしてな
により、知らない土地で１人になることは、とても危険です。必ず携帯を持ちましょう！！！！
何か非常事態があった時にも連絡がつかないというのはとても怖いことですから。携帯は現地
でプリペイド式のものを購入することも出来ます。
★携帯電話を持ったら、出来るだけ多くの人と、いえ、他のコース含めてすべての人と連絡先は
交換してください。やはり何かあった時のためにも。
Episode ５ At London trip

9：00pm

いろんなところに行ってたくさんのものを見れて、買い物もできて１日大満足！だけど、１日
重い荷物を持って歩くのは大変だったなぁ。それに昼間は暖かいのに夜は寒い。季節はまだ夏な
のに、ブーツを履いてる人がいた！
★小旅行では基本的に着替え等の荷物は１日持ったままです。それ用にリュックなどあるといい
と思います。
筆者は授業と小旅行用にリュック、軽いお出かけ用の斜めがけバック、フォーマルディナー用
の小さいバックの３つをイギリスへ持って行きました。
★この時期のイギリスは昼夜の気温差が結構あります。現地の人で、ニットを着たり、ブーツを
履いたりしている人がいました。
（半袖を着ている人もいましたが）薄着で行くなら下にヒー
トテックを着るなど自分で上手く調節できるようにしておくといいと思います。洋服は現地で
安く調達もできます。
★★★それから当然のことのようですが、貴重品管理に気をつけることが本当にとても大切です。
気づかない内に盗られてた…なんてことが本当にあります。パスポートは必ず身に着けること。
そして荷物から目を離さないこと。英語の先生の Bea は、席に座る際、カバンの紐の部分に
自分のイスの足を入れていると言っていました。自分の物はしっかり自分で守って、気持ちよく
イギリスを堪能しましょう。
ここに紹介したことはほんの僅かですが、私達の経験を踏まえ、イギリスへ出発する前に知っ
ておいてほしい事を載せました。１ヶ月の中で、たくさんの発見がありました。文化の違いを感
じることで、視野を広げることができ、又異文化の中で工夫して生活するというのはとてもおも
しろいことだと感じました。
このコラムで少しでもみなさんの後押しができたら幸いです。
ぜひみなさんもケンブリッジで素敵な体験をしてください。

J.Kawasaki
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Look Back to Cambridge
ケンブリッジでの１ヶ月を振り返り、PA の総括だった James と対談をしました☆
そんなこともありましたねえ…☆
Hiroyasu（以下 H）: What was your impression of our
schedule in Cambridge this summer?

but, um, no fi re.
T: Hahaha, yeah.

James（以下 J）: It was a very tough schedule. This

J: I was really happy that the Eagle wasn’t on fi re! For

year was the first year

next year, we have made some clear information

of the law course and I

about when you call 999 and when you don’t. This

could tell students were

is a funny story now.

working really hard. But

H: Do you have more funny memories?

many st udents also

J: Yes, we had a drinking party in Pembroke. We

found time to go on trips and do activities by

played some British drinking games. It was quite

themselves which is fantastic.

funny. And we played

K a z u（以下 K）: W hat do you t hink about Meiji

“ichinoki,ninoki”…what do you call that game in

students?

Japan?

J : I t hi nk one of Meiji st udents’ best poi nts is
“independence”.

K:“Takenokotakenokonyokkikki”.
J: That was fi ne; yeah. All the games we played were

H: Independence?

good.

J: I think Meiji students are very good at making a

H: Then, fi nally please

plan and going to do it by themselves. Sometimes

give some advice for

we have students come from other universities,

next year’s students

and they require a lots of support and help. But

coming to Cambridge.

Meiji students are very capable by themselves.

J: What did you worry

Takeshi（以下 T）: Aggressive.

about before you went?

J: Yes, that’s right, exactly.

K: Nothing, maybe money.

Nanako（以下 N）:What was the most surprising thing

H: I was worried because I’ve never been abroad.

about the Meiji course?

I’m not good at speaking English.

J: I think that “fi re alarm incident”.

J: And then, how was reality?

Everyone: Hahaha!

H: Un, なんとかなった .

J: That was funny.

J: Hahaha. You could sur vive. Even if you worr y

Junko（以下 Ju）: Yeah, remind us what happened.

about English, about customs or anything else, the

J: Well, it was about 1:00 in the morning, wasn’t it? I

PAs are there to look after you. There is a network

w a s i n my room . A nd sudden l y Yohei c a me
knocking on my door and he was panicking. He

that supports you.
Ju: So we don’t have to worry about anything too

said “The Eagle on fire!!” And I said “…What!? ”

much...

He ran away and I thought “Oh, my God, it must be

J: Yes, and I also think it’s またとないチャンス . So you

a disaster” because the student accommodation

should go out to do something which is different

was all directly above the Eagle. I ran to the Eagle

from your usual routine. Just do it, basically.

as fast as I could in my sleeping clothes and got
there to fi nd three fi re engines and ten fi re men...
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THANK YOU !!

ケンブリッジ大学夏期法学研修 2010 報告冊子
─編集委員から冊子作成に当たってひと言─
3年

齊藤

猛

◆ 一期一会 。
研修からその後半年経った今でも、あの 1 ヶ月で出会えたものの大切さを感じます。
機会は、そう多くはありません。学生の夏、挑戦する心意気があればぜひ体感してください！
2年

川崎

絢子

◆この冊子を手にとってくれてありがとう。ここに、楽しかった 1 ヶ月を出来るだけ詰め込みまし
た★たかが 1 ヶ月、されど 1 ヶ月。皆さんもケンブリッジで素敵な体験をしてくださいね！
2年

馬場

奈那子

◆ケンブリッジで過ごした 1 ヶ月間は、勉強も遊びも充実していました。その思い出を冊子とい
う形に残すことが出来てとても嬉しく思います。
2年

西田

宗史

◆完成の達成感とともに、遊びすぎたかな？と少し不安（笑）。ただ一つ心残りなのは、お酒に関
するコラムを作れなかったことです。研修ではグループリーダーを務めたことが良い経験となり
ました。
4年

入道

裕康

◆けっこう費用が掛かりますが、経験的にも現金的にもお釣りが来ます。お得です。
─ 表紙デザイン ─
1年

楪

矩輝

─ Special Thanks ─
James Sharp 【The Program Conductor of Meiji-Cambridge Summer Law Course】
◆

Work hard, play hard, travel the UK and make memories with new friends. This will be

one of the experiences of your life.

Thank you for reading...
発行：明治大学法学部

