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教員挨拶 
 

国際的視野を広げよう！ 

法学部長 間宮 勇 

 

法学部では、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、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ガイダンス等を行いますが、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・AⅡ・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。事前学習の中で留学の目標をしっかりと定め、帰国

後「留学基礎講座 BⅡ」で検証して、その後の学習に生かしてください。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。 

 

法学部専任講師 佐藤 智恵 

 

 この報告書は、2015 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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Introduction to Cambridge Law Course 
 

私たちは２０１５年８月１１日～９月９日までの約一か月間、２０１５年度ケンブリッジ大学夏

期法学研修に参加しました。 

 一か月間の研修はすべて英語で実施されます。法学研修を専任で担当する講師の指導の下、基礎

的な法律英語を学び、アカデミックな英語に触れ、イギリスの法制度などの知識を習得し、さらに

ディスカッション、プレゼンテーションなどに参加しました。裁判傍聴など授業は教室内にとどま

りません。また、イギリスの第一線で活躍されているケンブリッジ大学出身の法律専門家の方々の

講義を実際に現地で受けることができることも、この研修の特徴の一つです。 

 現地での生活は、ケンブリッジ大学の現役学生がＰＡとしてフレンドリーにサポートしてくれま

した。また、研修の一環として、フォーマルディナーと称する英国式の正式なディナーに数回参加

するほか、週末の自由時間には各自でイギリス国内を旅行したり、各名所観光地に行ったりして、

日本とは異なる文化に触れることができました。この報告書では、そのような法学研修を参加者視

点で紹介します。 

 一か月過ごして得るものは人それぞれ違います。慣れない環境に身を置いて生活し、難易度の高

い授業を受けることは大変ですが、一方で楽しいこと、やりがいのあることもたくさんありとても

充実した日々を送ることができます。 

 法学研修をどのように送るかはすべて自分次第です。どんな状況にも臆せず、積極的に飛び込ん

でいけば、誰もが予想しなかった多くのものが得られるでしょう。そのチャンスを「英語に自信が

ない」の一言で逃してしまうのはあまりにももったいないのではないでしょうか。研修中の様々な

「状況」を参加者同士で互いに助け合いながら、どのように楽しみ、どのように乗り越えるか。そ

れがこの法学研修の一番の魅力です。 
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研修概要 

 

[2015年度研修実施概要] 

■実施期間 

  2015年 8月 11日(火) ～ 9月 9日(水)  28泊 30 日 

 

■参加人数 

  32名 

 

■滞在先 

  ケンブリッジ大学 コーパス・クリスティ・カレッジ学生寮 

  ※授業はコーパス・クリスティ・カレッジ及びペンブルック・カレッジにおいて実施 

 

■参加費用 

  約 730,000円 

  (内コーパス・クリスティ・カレッジの食堂で利用可能なミールカード￡100分を含む) 

 

[研修に参加するために] 

■参加資格 

  ・本学学部の 2～4年生(2015 年 4月時点)で、法学研修の授業に参加し得る英語力を有する者 

  ・「明治大学夏期短期海外法学プログラム参加申込誓約書」に合意していること 

  ・「留学基礎講座」を 2015年度に履修するか、または既に履修済みであること 

 

■応募方法・選考の流れ 

3 月 23日(月)～4月 7日(火) 4月 11日(土) 4月 13 日(月) 

・応募書類、参加申込フォー

マットをホームページからダ

ウンロードし、必要事項を記

入の上、学部事務室に提出   

 

 

応募書類をもとに、日本語・

英語での面接   

 

選考結果発表 

(結果は法学部掲示板およ

び Oh-o!Meiji 上で発表) 
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Schedule 
 

 

現地で受ける授業は、主に参加者全員で英国法の基礎を学ぶ『Introduction to English Law』、 

Red、Blue、Green の３つのチームに分かれ法に関する英語を学ぶ『English for Legal Purposes』

(ともにジャッキー先生が担当)、設定されたテーマに基づき PA の方々と議論を行う『PA Discussion 

Session』の３つで構成されています。これらの授業が月曜から金曜まで一日２～３コマ設定され

ており、１コマ１時間１５分という時間の中で、英国法を学ぶために必要な英語の知識や理論を身

につけることができます。 

また、土・日曜日は完全な休日となっていて、それぞれサッカー観戦をしたり、ロンドンなどの

観光地に足を運んだりと自由な過ごし方をすることができます。 

そのほかにも、Magistrate’s court(治安判事裁判所)や Crown courtを訪れる Court Visit や、

PA の方々が企画した活動(PA activity)に参加したりとイベントが豊富であることも魅力です。 
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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Wk1 10-Aug 11-Aug 12-Aug 13-Aug 14-Aug 15-Aug 16-Aug

9.00-10.15 9.00 Fire and Safety 9.00 Fire and Safety Talk, English Law 1

11.50-1.05

Lunch

2.00-3.15 Cambridge tours with Pas 1 2

3.25-4.40 1 2

4.50-6.05 1 2

Evening

Wk2 17-Aug 18-Aug 19-Aug 20-Aug 21-Aug 22-Aug 23-Aug

9.00-10.15 English Law 2 English Law 3 English Law 4 English Law 5

10.25-11.40 PA Discussion Session 2 Court visit Court visit Court visit

11.50-1.05 with PAs with PAs with PAs

Lunch

2.00-3.15 3 PA Discussion Session 3 4 5

3.25-4.40 3 4 5

4.50-6.05 3 4 5

Evening

Wk3 24-Aug 25-Aug 26-Aug 27-Aug 28-Aug 29-Aug 30-Aug

9.00-10.15 English Law 6 English Law 7 English Law 8 English Law 9 English Law 10

10.25-11.40 PA Discussion Session 4 Court visit Court visit Court visit PA Discussion Session 5

11.50-1.05 with PAs with PAs with PAs

Lunch

2.00-3.15 6 7 8 9

3.25-4.40 6 7 8 9

4.50-6.05 6 7 8 9

Evening 7.00 Drink Reception

7.30 Formal Hall

Wk4 31-Aug(Bank Holiday) 1-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep

9.00-10.15 English Law 11 English Law 12 English Law 13 English Law 14 English Law 15

10.25-11.40 PA Discussion Session 6 PA Discussion Session 7 PA Discussion Session 8 PA Discussion Session 9 PA Discussion Session 10A

11.50-1.05 PA Discussion Session 10B

Lunch

2.00-3.15 10 11 12 PA Discussion Session 10C Private Study Time

3.25-4.40 10 11 12 Exams

4.50-6.05 10 11 12

Evening

7.00 Drinks Reception

7.30 Welcome Dinner
8.00 Arrival Buffet

Arrival

arriving LHR 3.05pm

7.00 Practitioner's talk

10.25-11.40

Private Study Time

6.45 Drinks and Certificates

7:30 Farewell Dinner

9.30-12.00 Visas

And Language Games

Corpus Library Tours

with the PAs

PA Discussion

 Session 1



Welcome to Cambridge University 
 

■Corpus Christi College 

私たちがこの研修中に滞在した Corpus Christi College はケンブリッジ大学において 6 番目に

建てられた、大変歴史のある古い建物です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ カレッジの正門を通ると、そこには緑色の芝が映える New Court があります。 

 

■Pembroke College 

今回の法学研修では、語学の授業は Corpus Christi College、法学の授業は Pembroke College

で行われました。 

 

 

 ↑ 法学の授業が行われた Old Library 

     歴史的雰囲気の漂う空間での授業は最高でした！ 

   研修最後のテストもここで行われました。 

 

 ← Pembroke College は Corpus Christi College とは違 

  い、シックなレンガ造りの建物が中心です。 

  シャープ先生に頼めば、面白い場所に連れて行って 

  くれるかも、、、、 
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The Life of Corpus Christi 
 

研修中 Corpus Christi College で寮生活を送りました。 

■部屋 

 １人に１部屋が割り当てられます。部屋の広さは、一人

でも狭い部屋から 10 人でグループワークが出来る部屋ま

で様々です。机・椅子・ベッド・クローゼッドはどの部屋

にもあり、運が良いと洗面台が付いていたり、ソファやタ

ンスがあったりします。平日はほぼ毎日ハウスキーパーの

方が部屋に来て掃除をしてくれます。また、部屋の中では

Wi-Fi が使用出来ます。 

 

■バスルーム・トイレ 

 バスルーム・トイレは寮の仲間３人位で共用します。バスルームはシャワーのみです。バスタブ

が付いている場合もありますが、お湯を使いすぎるとお湯が出なくなるのでバスタブは使わない方

が安全です。 

                      

■キッチン 

 キッチンは各寮に備え付けられています。７～９人程で共

用です。電子レンジ・電気ポット・冷蔵庫を使用出来ます。

コンロはありません。寮では火気厳禁です。 

キッチンの使用は自由ですが、寮によってはキッチンが開

放されておらず、使用するため交渉が必要でした。良い英語

のトレーニングとなったようです。 

 

■ランドリールーム 

 寮生専用のコインランドリーがあり、洗濯、乾燥、アイロン掛けが出来ます。料金は約 20～30

ペンス程でお釣りは出ません。また、寮では部屋干しは禁止です。洗濯紐を使用して部屋干しする

と、ハウスキーパーの方に洗濯紐をハサミで切られます。 

 

■食堂 

 まるでハリーポッターの世界！感動します。食事はバイキン

グ方式で朝、昼、晩利用出来ます。初日に一人ずつミールカー

ド 100 ポンド分が支給され会計の際に提示します。食事一回当

たりの料金は大体 3～6ポンド程です。ミールカードの残高が無

くなると現金で支払うことになります。また、食堂は明治大学

の学生だけでなく PAや講師の方々なども利用します。そのため

食堂に行けば英語で交流できるチャンスがあるかもしれません。 

 S.A 
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Q&A 
 

1. イギリスの気候は？ 

８月中は、昼間は温かく、半袖の服装でも可能な日があるが、基本的に朝、夜は寒く長袖の洋服を持

っていくことをオススメする。また寒さを感じやすい人はトレンチコート、ジャケットなど持っていく

とよい。9 月は 8 月と違いより一層寒くなる。現地でコートを買った人もおり、イギリス生活に慣れて

いる PAさんでもジャケットを常に羽織っていた。 

 

 

2. ミールカードとはどんな感じ？ 

ミールカードとは寮内の食堂もしくはペリカンバーと呼ばれるカフェなどで使えるパスモのような

ものである。そのカードにはあらかじめ￡100 分チャージされている。ペリカンバーは平日の 10:00～

15:00、食堂は平日の朝、昼、晩と利用できる。しかしペリカンバーは平日でも閉まっているときもあ

るので注意！ 

 

 

3.  部屋はどんな感じ？ 

部屋割りはランダムに決められ、１棟に約 16 人住める。4 階建てになっており、棟によってポット、

電子レンジ、冷蔵庫があるところも存在する。それらがあったとしても、施錠されていると使うことが

できないので、現地で交渉する必要あり。１棟にシャワールームは多いところで 3 つ少ないところで 2

つあり、１フロアに対しシャワールームは 1 つある。ただし、1 階以外。シャワールームは畳１畳半く

らいでとても狭く、シャワーは固定されているところがほとんど。 

 

 

4. 寮の周りには何があるの？ 

レストラン、カフェ、サブウェイ、スタバ、スーパーは寮から 10~15 分歩いたところにあり、生活するの

に不自由しない。スーパーでお惣菜を買うのも良し(寮のレンジが使えれば)、お寿司屋さんもあるので日本食

を食べるも良し、様々レストランやバーもあるのでそこで食事をするのも良し！！ただし、イギリスのお店

は結構早く締まるところもあるので注意。Bills や Harriet’s といったアフタヌーンティーができる。 
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Welcome to Cambridge！ 
 

私たちが住んでいたケンブリッジの街には、とても魅力的な所がたくさんありました！ここでは、

その中で私たちが印象に残っている所をいくつかあげたいと思います。 

 

1. Telephone Box 

この写真を一度は見たことがないでしょうか？ 

 

 

そう！ハリーポッターのシリーズに登場しました！ 

これは、ケンブリッジ市内だけではなく、ロンドン市内などイギリスでは定番の

電話ボックスです。みなさんもぜひ中に入ったりして写真を撮ってみてはいかがでしょうか。 

 

2. Wasabi 

ケンブリッジ市内には多くの日本食のお店があります。これはその中でも研修

参加メンバーには大好評だったお寿司のお店です。ちらし寿司や、おにぎり、ス

ープ、麺類なども置いてあります。研修中に日本食が恋しくなったらぜひ訪れて

みてください！ 

 

 

3. Mark Spencer 

これは、ケンブリッジ市内にあるスーパーマーケットです。他にもう一つ

人気のスーパーマーケットで Sainsbury があります。日本のスーパーに置か

れているようなものが置いてあります。これらのスーパーマーケットのおか

げで、一番助かったのは飲み水を安く買うことができたことでした。一か月

の間、自分たちで飲み水を調達しなければならなかったので、スーパーマー

ケットで安く売られていた 2 リットルの飲み水を買って生活していました。

また、私たちが宿泊した寮の中には、電子レンジやポットがあるのですが、

冷凍食品を買って食べたりしました。普通においしいかったです。ぜひ食べてみてください。 

 

4. Eagle 

私たちが宿泊していた寮から最も近い有名なパブです。かつては DNA を発見したあの人も利用

していたらしいですよ。お酒を飲む際は年齢確認をされるのでパスポートなど自分の身分証明書を

持っていくと良いと思います。いろいろな料理もあり、とてもおいしかった

です。その中でもフィッシュアンドチップスは絶品でした！ 
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5. Bills 

日本でもおなじみ Billsが実はケンブリッジ市内にもあります！ 

ここでは、イギリスにいったら一度は食べるべき！イギリスのおやつ、

伝統のアフタヌーンティーを味わうことができます。写真は三人分です

が、大体、一段目はサンドイッチ、二段目は甘いケーキ、三段目はスコ

ーンです。私のおすすめは、やっぱりイギリスならではのスコーンです！ 

このパン菓子に苺ジャムやマーガリンを塗って食べると、絶品です。 

ぜひ食べてみてください。もちろん紅茶も美味しいですよ。 

こちらのお値段は１８ポンドです。（１人６ポンド、日本円で約１２００

円） 

 

 

6. Punting 

寮から歩いて行けるところにケム川があります。そこには多くの

punting の会社がありますが、その中で、scudamores という会社が

おすすめです。恐らくケンブリッジ市内を歩いていると punting の

キャッチを受けることがあると思いますが、あまりおすすめしませ

ん。乗ると違った角度からケンブリッジ市内の名所を見ることがで

き、ガイドさんがそれらについての話もしてくれました。また、か

わいいカモにも会うことができます。是非一度思い出作りに乗るこ

とをお勧めします！ 

 

 

 

 

                         

 

7. Litter おじさん 

ここで私たちがケンブリッジ市内で見たおかしな人を紹介します。

この方はゴミ箱の中でギターをひたすら奏でているおじさんです。私

たちは勝手に litter おじさんと名付けました。後ろの紙に「チップを

くれ」と書いてあり、とてもストイックな姿勢に感動しました。ケン

ブリッジ市内では、楽器を奏でている人、大道芸人、仮想した人など

個性的でユニークな人々が多く、私たちを楽しませてくれました。 
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Introduce Our PAs! 
 

PA とは Program Assistant の略で、彼らは現役のケンブリッジ大学の学生です。PA たちは法学

研修だけでなく、同時に行われる語学研修の参加者のサポートもしてくれます。 

現地では年齢による上下関係がほとんどないので、積極的に話しかければ仲良くなれるチャン

ス！では、私たちの PA の紹介をします！ 

 

Law Course PAs 

 

Caitlin 

マレーシア出身のアジアンビューティー。高校進学のため単身イギ

リスに来た才色兼備。社交ダンスをしている彼女はスタイル抜群で、

参加者の男性陣からもとても人気でした。とてもしっかりしていて

みんなのお姉さん的存在で、Law Course PAs のことも引っ張ってく

れました。空きコマの時間に一緒に出掛けたりご飯に連れて行って

くれ、そこで恋愛話や学校の話を楽しそうにしてくれました。（ちな

みに Caitlin のカレッジは St. John’s College で、映画『炎のランナ

ー』や『博士と彼女のセオリー』の撮影スポットでした。） 

 

              Sachin 

              スリランカ出身で名門 King’s College に在学中。ケンブリッジ大学 

でディベート部に所属している彼は、オノ・ヨーコさんともコネク

ションを持っているすごすぎる人物！！そのせいで忙しいのか、一

日の大半は iPhone と向き合っていました（笑）けれども知識がとに

かくすごいので、聞けば何でも答えてくれます。ちなみに、カクテ

ルとラム肉が大好きなので美味しいお酒は彼に聞いてください。No 

iPhone, no life! 

 

 

 

Tom 

身長は 185 センチくらいで筋肉もすごいので、見た目は圧倒されま

すが、実はシャイでいたずら好きなこどもっぽい方です。すぐにみ

んなと仲よくなっていました。（腕相撲は誰も勝てなかったです…泣）

以前ラグビーをやっていたスポーツマンでもあり、同じPAのCaitlin

とランニングに行っていました。今年、法学部を卒業したばかりで、

いずれは日本にも来て、英語を教えたいと言っており、日本語もた

くさん覚えてくれました！ 
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General Course PAs 

 

Caroline 

PA 陣最年少のキャロラインは西洋古典学を専攻しており、小柄でとて 

も可愛くて、Journalism Course の担当をしてくれました。何でも全 

力で楽しんでいて、彼女が笑うと周りのみんなも笑顔になりました。 

出掛けた時に、イギリスの童謡や歌をたくさん歌ってくれるほど、歌 

を歌うことが大好き！明るくて今どきの大学生って感じでした。面白 

いこと好きで、いつも楽しそうなCarolineにみんな癒されていました。 

 

 

 

Sarah 

イギリス北部出身の彼女は、言語学を専攻しており、研修中は Science  

Course を担当してくれました。落ち着いた性格でとても優しい人です。 

去年・一昨年にも PA をやっていたので、私たちの不安なことについて 

も見越してサポートしてくれました。一緒にご飯に行った時も、メニュ 

ーの説明も分かりやすくしてくれました。音楽が好きで Taylor Swift  

がお気に入り。歌もとても上手でした！ 

 

 

 

 

Toshi 

PA 唯一の日本人で、主に事務や会計など全般を担当してくれました。 

別れ際に日本語で話してくれて、少し違和感を感じたほど研修中は英 

語しか話していませんでした（笑）彼を一言で表すと、仕事人！お金 

の管理はもちろんのこと、私たちが休日に出掛けるホテルなども手配 

してくれました。またケンブリッジでのおすすめの観光地も、日本人 

好みなところを知っています。英語で話しているけれど、どこか安心 

感を感じさせてくれるような人でした。 

 

 

イギリスだけではなく、様々な国から学生が集まるケンブリッジ大学ならでは！ 

せっかくイギリスで 1 か月過ごせるので、日本人の友達と出掛けるのももちろんいいですが、積

極的に PA たちに話しかけて仲良くなって、たくさん出掛けてみましょう。 

PA の方のカレッジを案内してもらったり、おすすめのランチのレストランに連れて行ってもら

ったり、寮の部屋で日本食パーティーを一緒にしたり…！研修生活が、200%楽しくなること間違

いなしですよ！ 
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ＰＡアクティビティ 
  

現地では、毎週のようにＰＡ達が留学をより楽しめるよういろいろな企画を用意してくれていま

す。どんな企画が用意されているかは、現地についてからのお楽しみ！事前に教えてはもらえませ

ん。参加は自由ですが、積極的に参加することをお薦めします。その一部を紹介します(^^) 

 

パブ 

パブとは、イギリスで発達した酒場のことで、イギ

リス国内に 5 万数千軒はあるとされています。プログ

ラムの序盤に企画されたもので、この企画でＰＡ達や

他のメンバーとたくさん会話ができたという人も多か

ったのではないでしょうか (^^) そして、イギリスと

言えば、「フィッシュ&チップス」！フィッシュ&チッ

プスとは、白身魚のフライに、ポテトフライを添えた

イギリスを代表する料理の一つ。本場のフィッシュ&

チップスは想像以上に大きく、1 人で食べきるには意      

外と大変(;O;)他のメンバーとの仲を深めるキッカケに

参加してみてください(^^) 

 

サッカー 

 サッカー発祥の地、イギリス！！サッカー好きの人ならぜひ本場イングランドで試合を見てみた

いと思うのではないでしょうか？？(^^) イングランドの 1 部リーグに当たる「プレミアリーグ」

シーズンは、毎年 9 月から翌年の 5 月まで。しかし、ビッグチームとの試合ともなると、ファンク

ラブのメンバー枠でも買えないくらいチケット入

手は困難です。運のいいことに、私が参加した年

にはＰＡアクティビティでプレミアリーグ観戦が

企画され参加することができました。残念なこと

に、チケットは抽選で、応募すれば必ず参加でき

るという訳ではありませんが、当たれば比較的近

い場所から本場のサッカーを観戦することができ

ます。会場は 1 点入るごとに大盛り上がり！日本

でもスポーツの会場はもちろん賑わい

ますが、海外は段違いです！私たちが

座った席は丁度ホーム側とアウェイ側

の境目で、観客同士の白熱した応援合

戦の迫力が凄かったです！なんとこの

時には、ハーフタイム中に、芝生の近

くまで入ることが許可され、記念撮影

をさせてもらえました！ 
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Welcome to Oxford 
 

■オックスフォード市について 

 ケンブリッジ発のバスに乗り、三時間ほどの場所にオックスフォード市はあります。オックスフ

ォード市で特に有名なのはオックスフォード大学。つまり、イギリス最古の学問都市にあたります。

ケンブリッジと比較して「大学の中に街がある」と言われるオックスフォードは、まさにそのとお

りで、街を歴史的なキャンパスの建物が取り囲んでいるようでした。 

 

■オックスフォード大学 

 オックスフォード大学は世界で三番目に創立した大学と言われています。実は、ケンブリッジ大

学もこのオックスフォード大学から分散した学者たちによって創設されました。オックスフォード

大学で最も有名なのがクライスト・チャーチカレッジにある大聖堂です。このカレッジは、英首相

を１３人も輩出しており、ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」やハリー・ポッターシリー

ズの舞台（たとえばハリーたちが箒に乗る練習をした広場など）にもなっていて、見所満載！ 街

中もケンブリッジと異なり、色々なカフェが建ち並び、足を休めながら街にとけ込むのも一興です。 

 

  

    クライスト・チャーチ              オックスフォード大学 

 

■オックスフォード大学とケンブリッジ大学 

 オックスフォード大学とケンブリッジ大学は、時に東大と京大のような関係であると言われます。

どちらも首都ロンドンから１時間ほどの立地で、アイザック・ニュートンやスティーヴン・ホーキ

ング博士を輩出したケンブリッジに対し、オックスフォードは「神の見えざる手」のアダム・スミ

スや「ナルニア国物語」で有名な C.S.ルイスを輩出しています。専攻別でも文系のオックスフォー

ド、理系のケンブリッジという対立が見てとれます。 

 研修で一ヶ月もケンブリッジの街に溶け込めるため、オックスフォードまで足を伸ばしてそんな

両校の違いを実感できるのでオススメです。是非、休日に足を運んでみては？ 

 

 

 

13 



Welcome to Canterbury and Dover! 
 

■CANTERBURY 

 

 

 

■DOVER 
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 ケンブリッジからロンドンまで電車で約

1 時間。キングスクロス駅で乗り換えてさら

に約 1 時間電車に乗って行きました。カン

タベリー物語で有名なカンタベリーですが、

たくさんの有名な宗教的建造物があります。

ユネスコの世界遺産になっている聖オーガ

スティン修道院、聖マーティン教会…中でも

一番の見どころはカンタベリー大聖堂！チ

ケット売り場を通過してすぐ巨大な歴史あ

るゴシック様式の建物が私たちの眼前にあ

らわれます。私たちはその荘厳さに圧倒され

ました。定刻には美しい鐘の音を響かせて中

は美しいステンドグラスがずらり。ちなみに

日本語ガイドが置いてあります。町並みはか

わいくお店がいくつも並んでいて食べる所

にもお土産を買うところにも困らなかった

です。（ここのスーパーはケンブリッジより

良心的なお値段でした…） 

 カンタベリーから電車で少し行くと

ドーヴァーにつきます。イギリスはフラ

ンスと海を挟んでお隣同士。ドーヴァー

城へ上ると海の向こうにフランスが見

えます（ドーヴァー城に上るには麓から

ちょっとしたハイキングぐらい歩きま

す）。港湾都市ということもありとにか

くカモメが多い！魚介類がおいしいお

店があったり、白い断崖をはじめとする

ちょっと他では見られない港町ならで

はの町並みが楽しめます。 



ロンドン観光 

 

イギリスに来たのならば、首都ロンドンでの観光は欠かせません！ここで、観光名所をいくつか

紹介します。週末に是非訪れてみて下さい！！ 

 

①バッキンガム宮殿 

イギリス王室の正式な宮殿であり、毎年夏季限定で 

宮殿内部が一般公開されています！宮殿前では衛兵 

交替式を見ることが出来ます。また、宮殿周辺には 

「王室公式ショップ」や「衛兵博物館」など王室関 

連の観光スポットが多くあります。 

 

 

 

②大英博物館 

ここには 1 日では見切れない膨大な数の展示品が  

収蔵されています！「ロゼッタ・ストーン」や「ラムセ

ス 2 世の胸像」など世界史の教科書で見たことのある作

品がたくさん展示してあり、”世界中の文化遺産がここ     

に集結している”と実感出来ます。 

 

 

 

③ミュージカル 

ロンドンはミュージカルの本場であり、「オペラ座の 

怪人」「レ・ミゼラブル」「マンマ・ミーア」などの世 

界的に有名な作品が日常的に上演されています！チケ 

ットはインターネットで簡単に予約をすることが可能 

です。 

 

 

 ④ロンドンアイ 

この観覧車に乗るとロンドンの景色を一望することが 

出来ます。夜になるとライトアップされたロンドンの 

夜景が目の前に広がり、とても綺麗です！また、この 

観覧車は 30 分かけて 1 周するので、ゆっくりと景色を

楽しむことが出来ます。 

                                                 

R.K 

15 



 

⑤シャーロックホームズ博物館 

小説の通りの住所、Baker Street 221B にあるホームズの博物館です。

小説に出てくる場面や部屋を再現していたり、ゆかりの品を展示してい

たり、ホームズグッズの販売もしています。ドラマ SHERLOCK やハリ

ウッド版のグッズも売っているのでファンは必見です。すぐ隣にはビー

トルズ博物館もあるのでこちらも要チェック！ 

 

 

 

⑥美術館・博物館 

先程紹介した大英博物館以外にも、ロンドンには色々な美術館や博物

館があります。ナショナル・ギャラリーや V&A 博物館、自然史博物館、

英国図書館などなど…大英博物館と違ってそれぞれ特色があります。無

料のところが多いのも学生には嬉しいところ。 

 

 

Let’s Afternoon Tea! 

1 度は楽しんでおきたいアフタヌーンティー。値段は￡10～40 と幅広

いですが、美味しいお店ばかりです。マナーとしては、三段トレーの下

から、サンドイッチ→スコーン→スイーツの盛り合わせの順で食べてい

けば OK。お店によっては予約必須なところもあります。ちなみにアフタ

ヌーンティー予約専門サイトなんてものもあり、割引率が良いのでお勧

めです。アフタヌーンティーだと予算が、お腹が…という方はスコーン

と紅茶のクリームティーセットをぜひ！ 

 

 

 

Let’s drink your favorite tea! 

イギリスといえば、紅茶。ありとあらゆるところでお土産にするな

ら、Harrods、Fortnum Mason などの高級デパートはもちろん、東イ

ンド会社、ウィッタードなどの専門店、スーパーなど、どの価格帯に

も美味しい紅茶が揃っています。イギリス製はもちろん、ロシアやフ

ランスのブランドのものも日本より安く買えるのが嬉しいところ。イ

ギリス限定ブランドもチェックしておけばお気に入りの一杯がきっと

見つかります！ 

 

S・T  
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Field Trip at London 
 

    Field Trip とは、Law Course の PA に引率してもらい、それまでに授業で学んだイギリ

スの法制度をより深く理解するためにロンドンに行き実際に法律施設を見学するものです。

今年度は Supreme Court(最高裁判所)と House of Parliament（国会議事堂）に行きました。

この２つの施設は Westminster にあり、両施設ともかなり近い位置にあります。 

 

Field Trip に参加し、授業で実際に学んだ場所を訪れ、身近に感じることで今までイメー

ジで学んできたことを具体化することができ、より深い理解につながりました。最高裁判所

では下級裁判所では扱えないより難解な事件を扱いますが、その裁判が行われている場所を

実際に見学することができ、とても感慨深く感じるとともに、法律制度に今までよりも興味

を持つことができました。また国会、最高裁判所の入り口では厳重に手荷物検査が行われる

ので、荷物はあまり沢山持っていかないほうがいいと思います。国会議事堂は、とても豪華

で大きい場所でした。国会の中は議場だけではなく、大きな絵画が飾られた廊下や歴代の政

治家たちの像が設置されたホールがあり、その全てをヘッドホンガイドをつけながらじっく

りと鑑賞することができました。 

   

 

見学後の夕食はみんなでとても美味しいピザを食べ、とても充実した１日を過ごし、また

息抜きができた１日でもありました。みんなを引率してくれた PA には本当に感謝していま

す。 
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LONDON ZOO 
 

■動物園の基本概要 

ロンドン動物園は 150 年以上の歴史を持つ、世界最古科学動物園です。 

650 種類以上の動物が集められており、爬虫類館や昆虫館など、普段見ることの少ない動物も見

ることができます。 

アクセス Baker Street 駅 Regent Park 駅 Camden Town 駅 から各徒歩 20 分ほど。 

入場料金は 26 ポンドと日本の動物園に比べて高額ですが、行く価値は十分にあると思います。 

 

■ロンドン動物園の見どころ 

ロンドン動物園は野生動物の保護活動を積極的に行っており、入場料の一部を動物の保護のため

のチャリティーに使っています。また園内にも野生動物保護のために入場者も募金できるように募

金専用の機械が設置されていました。 

日本に比べてとても広くペンギン達が優雅に泳ぐペンギンビーチやフクロウのショーなども開

催されています。 

また映画「ハリーポッターと賢者の石」でハリーが蛇と話した場所はとても有名で人だかりがで

きていました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ライオンのブースは 2015 年の夏にはまだ工事中でしたが、2016 年にはリニューアルオープンす

る予定だそうです。 

日本の動物園より土地もだいぶ広く、売店やレストランも充実しており、チャリティーにも積極

的に参加する意識の高い歴史ある動物園ですので、ぜひ土日に時間を作って行ってみてください。 
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Edinburgh  
 

エディンバラはスコットランドの首都で、イギリス国内でロンドンに次いで観光客が多い街でも

あります。その美しい街並みはユネスコの世界遺産に登録されています。皆さんが行く８月には、

ちょうど毎年行われている、エディンバラ・フェスティバルと呼ばれる芸術祭典が開催され、世界

中から来る観光客で賑わいます。ケンブリッジからは列車で１度ロンドンに行ってから乗り換えて

いく方法があり、片道約５時間かかりますが意外とあっという間ですよ！値段は片道約１万５千円

で少し高めですが、エディンバラにはそれ以上の価値が絶対あるのでオススメです！  

  ←エディンバラ城 

 ←市内の様子→                                                                                      

←ホリールード宮殿                     

                  

←↑８月のフェスティバルの様子                                        
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ケンブリッジでの遊び方  
 

■PUB や食事 

ケンブリッジの街には、さまざまな PUB やレストランがあり、そこで飲食を楽しむことができ

ます。また PUB などでは現地の人からレストラン情報などが聞けるかも・・ 

 

PUB ではお酒や食事を楽しむのは勿論、会話をするのも楽しいです。飲んでいるおじさんたち

に｢一緒に飲もうぜ！｣とか声を掛けると、喜んで入れてくれます。会話も面白いですし、普段机に

向かっているだけでは勉強できない英語を教えてくれたりします。英語力の向上にも大きく繋がり

ます。昼間にはご近所さん感覚で、街中で会うと声をかけてくれたり(笑) 

イギリスの食事は美味しくないと思われているみなさん、そんなことはありません。ケンブリッ

ジではイギリス料理に代表されるフィッシュアンドチップスを始め様々な料理を楽しむことがで

きます。どこにいくか迷ったり、分からなかったら道行く人におすすめを聞くのもいいですよ（笑） 

 

■パンティング 

 大学の近くには川が流れていて、昔は交通の手段としてボートを使って行き来していたらしいで

す。現在では、レジャーとしてパンティングを楽しむことができます。お兄さんに漕いでもらうの

も良し！自分たちで漕いで楽しむのも良し！ 
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ハリーポッターミュージアムツアー 

PA アクティビティ 1 番人気の企画！！  

実際に使われたセットを見たり、箒に乗って動画や写真をとる体験ができたり、バタービールを飲

めたりと、たくさんの楽しさ詰まったミュージアムです。ミュージアム内には、精巧なホグワーツ

の模型があったり・・・ 

 

まるでハリーポッターの世界に入ったかのような景色が広がっています！ハリーポッターファン

ならば驚きと感動の連続です。ホグワーツ行きの電車の中にのってみたり、ハリーが最初に住んで

いた階段下の物置が原寸大であったりと、書ききれないほ

どの面白いコンテンツにあふれています。是非自分の目で

確かめてみてください！！

 

お土産コーナーでは、ハリーポッターのローブや杖などなどが売っています。とても種類豊富で、

お土産を見るだけでもたくさん時間がかかります。ただ、１００味ビーンズなど日本（USJ）でも

買えるものは控えた方がいいかもしれません。日本人からしてみると純粋に二倍ほど日本より高い

ので、本当にここのミュージアムでしか買えないものを厳選して買うことをおすすめします。あん

まり調子に乗って買っているとクレジットカードの請求が「あっ・・・」となるので、ご利用は計

画的に。 
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Photo Contest 
     

帰国前日、最後の Formal Dinner では、Photo Contest が行われました。この企画は、私たちが

研修期間中に撮影した写真を PA が審査し、部門ごとにその写真を表彰する企画です。受賞者には

シャープ先生から豪華景品が送られました。 

 

部門は、Fun・British・Crazy・Land Scape の 4 部門がありました。どの部門も傑作ばかりで

した。最終日前日のフォーマルディナーでの発表だったので、楽しくみんな盛り上がっていました。 

 

Photo Contest のために研修期間中は積極的に写真を撮ることをおすすめします!!! 来年はもっ

と豪華な賞品になっているかもしれません。 

 

 

 

 

これらの写真はコンテストにノミネートされた写真です。左上の写真は、British部門を受賞し

た作品です。 
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An introduction to English Law 
 

■An Introduction to English Law とはどんな授業か？ 

An Introduction to English Law とは、イギリスの法制度及びそれに関わるものや、EU 法等に

ついて学んでいきます。全 15 回あり、１時限（9：00~10：15）に設けられています。担当講師は

English for legal Purposes も担当している Ms. Jacqueline Thomas （Jackie）です。授業は寮

のあるCorpus Christi College から徒歩二分程歩いたところにあるPembroke Collegeで行われま

す。なぜ校舎を移動するかというと、この授業は法学プログラム参加者全員が一緒に受講するため

大教室が必要だからです。ここでは主にパワーポイントと配布資料を中心に、Jackie の講義を聴く

形になります。       

             

                              ↑Pembroke College 

■取り組んでおくべきこと 

 トピックの多くは事前に留学基礎講座 C で学んだものと重複するものがあるので、C の授業をき

ちんと聞いていると理解がしやすくなります。留学基礎講座 C にて毎週配布されるワードリストの

単語を頭に入れておくことで、どの授業でも役に立ちます。また現地の授業で初回に予習用のトピ

ックごとについて要約された資料が配布されるので、授業を受ける前に予習といえばおおげさです

が、目を通しておくとスムーズに内容が頭に入るでしょう。 

 

■An Introduction to English Law を受けての感想 

 私自身、外国で受ける英語の授業ということで、初めはきちんと聞き取れるだろうか、授業内容

についていけるだろうかという不安がありました。しかし、Jackie の英語は聞き取りやすく、仮に

わからないところがあったとしても授業中、または授業後に質問でき、またその質問に対して懇切

丁寧に回答してくださったので、きちんと理解することができました。しかし、一つ授業を受ける

前にやっておけばよかったなと思ったことは、イギリス法と比較するために、日本の法律や法制度

に関する知識を深めるということです。日本ではどうなっているか？という質問に答えられない場

面もあり、自国の法律に対する知識の無さを痛感しました。また、授業が始まる前に全員を立たせ

て前日の内容を一人一つ答えるゲームや、グループでパワーポイントを使って発表するなどという

機会もあり、主体的に楽しく授業を受けられました。（発表で使うのと、メールで授業の補足資料

が送られたりするので、PC は持って行ったほうがいいです。）来年この研修に参加する皆さん、積

極的に質問したり、臆することなく発言したりして、全員で授業を作っていきましょう！ 

                                         Y・T 
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・授業で取り扱った主なトピック 

The Sources of Law/ Parliament and Statutory 

Interpretation/ The Doctrine of Judicial Precedent/ 

The Courts and Civil Procedure/ The Legal Profession 

and the Judiciary/ The Courts and Criminal 

Procedure/ Law Reform/ Lay Adjudication/ 

Introduction to the English Law of Contract/ EU Law/ 

Access to Justice 



English for Legal Purpose 
 

■English for Legal Purpose とは？ 

 English for Legal Purpose の授業は、日常英語や法律英語、エッセイの書き方などを学びます。

この授業は Jackie の担当で、３つのクラスに分かれて少人数で授業を行います。ゲームを交えな

がら様々なテーマを扱うため、楽しく英語を学ぶだけでなく、参加者同士のコミュニケーションを

とり、仲良くなるきっかけにもなる内容となっています。参加者も基本は英語で行い、日本の大学

のような聴講型の講義ではなく、各人の参加型の授業です。 

 

■English for Legal Purpose を受けると… 

 この授業では、英語でのエッセイの書き方をはじめとし、法律英語の使い方やライティングなど

を基礎から学びます。法学研修において、この授業の内容は非常に大切です。 

 また、この授業を受けると、特に英語のリスニング力とスピーキング力を身につけることができ

ます。様々なトピックを扱い、先生も交えて参加者同士が英語で会話することで授業が進んでいく

ため、先生だけでなく各自が発言することが重要となります。この授業では、法律英語を学びなが

らも、それだけではなく、現地での普段の生活や日常でも使うことができる英語を知ることができ

ます。 

 

□今年度 English for Legal Purpose で扱ったトピック 

・Legal essays 

・Legal English 

・Case notes 

・Legal presentation 

・Legal debates 

・Negotiation 

 

■英語が苦手でも… 

 この授業は、少人数で行う参加型の授業のため、自分の考えを伝えたり、質問したりと、各自が

授業に参加することが求められます。そのため、英語を話すことや聞き取ることが苦手な人には、

一見難しく感じるかもしれません。しかし、担当の先生の Jackie の英語はとても聞き取りやすく、

理解できなかった時は、丁寧にわかりやすく説明してくれます。また、ゲームやグループワークを

通して、楽しく気楽に英語を話すことができるようになります。英語を使うことに不安がある人で

も、この授業に積極的に参加することで、英語を聞き取ったり、話したりすることに慣れていくこ

とができます。 
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■PA discussion 

全体を 3 クラスに分けて行います。English for legal purpose とは異なるクラスです。PA を中

心に丸くなり、日ごとに与えられた、法律に関することや社会問題などのテーマについて討論しま

す。テーマは前もって発表されており、それに沿った質問が 5 問ほど用意されているので、あらか

じめ調べたり考えておいたりする必要があります。自由なタイミングで自由に発言して良い時間な

ので、積極的に発言することが大切でした。テーマが難しくあまり発言できないときは、端から順

番に発言したり、PA が指名したりするなど、討論が活発になるように PA が工夫して進めてくだ

さりました。PA の言っていることが分からない時ももちろんありましたが、「何度でも繰り返し言

うから、何でも質問するように」と言ってくださるので、全体の理解度も高かったと思います。発

言に詰まってしまっても、PA が意図をくみ取ってくださるので、安心して討論に参加することが

できました。Short Presentation といい、与えられた記事を読み、二人組もしくは三人のグループ

で要約し、一分間程度のプレゼンをするという課題が出されたこともありました。最後には模擬裁

判の練習もしました。 

 

□テーマの例 

・Magna Carta ・UK and Japanese Supreme Courts   

・Whaling  ・Criminalisation of Drugs 

 

■感想 

 少人数かつ内容が身近なものであったので、積極的に英語で発言をするのにとても良い環境でし

た。初めのうちは自分の英語に自信が持てず、人前で発言をすることはとても勇気の要ることでし

た。しかし、ゲームなどで緊張がほどけ、楽しみながら、「気づいたら英語を話せてる！」という

感じでした。徐々に躊躇せずに英語で発言できるようになっているのを実感するのが、とても楽し

かったです。Jackie 先生や PA の丁寧なご指導の下、生徒一人一人が互いの英語を聞いたり、また

それに意見したりするために一生懸命になり、良い意味で切磋琢磨できました。レポートの課題に

は苦戦しましたが、Jackie 先生の添削は的確でとても分かりやすく、この機会に英語のエッセイの

書き方を学べたのは大きな収穫だったと思っています。(A.I) 
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Our Queen Jackie^^ 
 

 

                    

 

 初めて Jackie 先生と出会ったのは一回目のフォーマルディナーの時です。James 先生は、この

レディーは法学研修の講義を担当すると紹介してくれました。Jackie 先生の第一印象は、とてもし

っかりしていて厳しそうなレディーでした。しかし、その後 Jackie 先生とのコミュニケーション

も増え、Jackie 先生はとても知的で、面白い人であることが分かりました。講義の教え方はもとよ

り、講義以外の時間帯にもみんなの質問に一つ一つ丁寧に回答してくれました。 
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 １ヶ月の講義はとても充実して、Jackie 先生とのコミュニケーションはとても楽しかったです。

未だに、１ヶ月はあっという間だったと思いながら、もっと Jackie 先生の講義を受けたいと心の

中で叫んでいます。 

 

 

 

一言で Jackie 先生のことをまとめてみれば、Jackie 先生はとても優しい方であり、とても知的

で教え方も上手なレディーです。これから、ケンブリッジ大学夏期法学研修を考えている皆さん、

ぜひ Jackie 先生の講義を受講してみてください。 

By: Stina 
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Court Visit 
 

■Court Visit について 

イギリスではどのように裁判が行われているのかを学ぶため、実際に裁判の見学に行きます。今

年は English for Legal Purpose のクラスごとに Magistrate’s Court と Crown Court の両方を見学

しました。裁判所では、傍聴席に座って、裁判の開廷から判決までを傍聴し、あとでレポート用紙

に裁判所のレイアウト、雰囲気、事件の内容、判決などを記録します。英語で行われる裁判の内容

を理解するのは難しいですが、裁判が終わった後で PA が事件の内容や判決についてわかりやすく

説明してくれます。 

裁判所はセキュリティが厳重で、カメラや録音機器の持ち込みが禁じられています。また、

Magistrate’s Court では裁判の傍聴時にメモを取ることが認められていましたが、Crown Court

では禁止されていました。 

 

■Magistrate’s Court 

Magistrate’s Courtは主に家族法に関す

る民事裁判と軽犯罪の刑事裁判を扱う下

級裁判所です。ここでは治安判事達による

審理が行われます。治安判事の多くは地元

の非法律家で、無償で働いています。彼ら

は法律の専門家ではありませんが、審理前

に判事として必要なトレーニングを受け

ています。 

地元の一般人が治安判事として審理に

臨むため、判決にその地域の特色が出ます。

ケンブリッジは他の地域と比べて無罪と

なることが多かったそうです。 

▲見学に行った Magistrate’s Court 

イングランドとウェールズには 330 の Magistrate’s 

Court があるそうです。 

 

■Crown Court 

Crown Court は、強盗や謀殺といった重大な刑事事件を扱う裁判所です。Magistrate’s Court

の控訴審でもあります。ここでは Jury（陪審員）による審理が行われます。Jury は選挙権を有す

る人の中から無作為に選ばれた 9 人から 12 人で構成されています。法律の知識を有していること

は必要とされていません。彼らは被告人が有罪か無罪かを判断し、量刑は裁判官が決定します。 

Crown Court はイングランドとウェールズの 77 か所にあるそうです。 
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Presentation 
 

■概要 

English Law の時間の一部を使って英国法に関するプレゼンを行います。６～７人で１グループ

を作り、与えられた事例（実際の判例）を使って発表します。プレゼンと聞くと荷が重く感じてし

まうかもしれませんが、グループ内で手分けして行うので大丈夫です。また、事例はそれまでに勉

強していた英国法理論の裏付けになるようなものが選ばれているので、これをやることによって一

層理解が深まります。また、Jackie は「おもしろいプレゼンを期待しているわ」と言っていたため、

ただのプレゼンをやるというわけにはいきません。ある程度のジョークを盛り込むことが要求され

ます。基本的には全員話すことになるので、人前で何かをやることが苦手な人は覚悟しておきまし

ょう。意外と盲点になるところですが、スライド準備のために PC だけでなく USB メモリも必要と

なります。日本から持って行くといいでしょう。 

 

 

■内容 

まず初めに、与えられた事例の事実関係を劇として演じ、他のグループに紹介する必要がありま

す。あるグループは劇の準備を忘れていて、慌ててアドリブでやったりもしていました。その後、

手法は自由ですが判例としての結論とそこに至るまでの理論構成を紹介します。そして最後に、発

表者たちに質問する時間が設けられていますが、特に Jackie から飛んでくる質問は鋭いものが多

く、苦労した覚えがあります。 

それぞれのグループが行った工夫の例として、クイズやアンケート形式にしてオーディエンスに

問いかける、売買契約の説明で実際に物をやり取りして見せる、スライドに誰かの写真と吹き出し

をいれて喋らせる、といったものがありました。 

 

 

■扱った判例(2015 年度) 

Carlill v Carbolic Smoke Ball Co (1893)/Holwell Securities v Hughes (1974)/Financings Ltd 

v Stimson(1962)/Re McArdle(1951)/Balfour v Balfour(1919) 

 

 

■感想 

人に説明するということは、中途半端な理解ではできません。このプレゼンへの準備を通して、

自らの知識が整理されていくのを感じられたことは良かったです。また、少人数のグループで 1ト

ピックを扱うため、これをきっかけに仲良くなった人もいました。本番の発表では、緊張で少しミ

スをする人もいましたが、それも含め良い思い出になっています。 

私はたまたま明治大学で Presentation A の授業を取っていたため、スライドの作り方やプレゼ

ン中のジェスチャーの取り方などをすでに学んでいて、それが役に立ちました。興味がある方は先

に履修しておくと一段階レベルの高いプレゼンができると思います。 
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Mock Trial 
 

■Mock Trialってなに？ 

 Mock Trialでは、みんなで役割分担をして、英語で模擬裁判をおこないます！裁判官や検事、弁

護士、証人、陪審員などたくさんの役割があり、全員がどれかの役割を担うことになります。 

 進み方としては、①各自希望を出して役割を決めます。②準備をします。ここでは理想を書こう

とリハーサルより前に準備の項目を置きましたが、実際にはリハーサルが終わったあとに慌てて準

備をしました。③リハーサルをおこないます。ここでは実際に原稿を読んだりはせず、流れを確認

する感じです！このリハーサルは本番の直前です。④本番を迎えます！最終週におこなわれました。 

 プログラムの最後には試験があることもあって、その直前におこなわれる模擬裁判では準備が大

変な役割を避けたい、と感じる人もいると思いますが、もったいない！ので積極的に参加して欲し

いです。模擬裁判はただの勉強ではなくて楽しいイベントですよ！ 

■準備 

 実際に Mock Trial で使用する原稿を作る作業が中心になります。しかし、自分一人でする作業

はかなり少ないです。わたしは弁護側のバリスター（法廷弁護士）をやりましたが、相方の弁護士

や、相談役の人と集まり原稿を作りました。原稿は英語で作りますが、PAさんに添削を頼むことが

できるので、心配する必要はないです。模擬裁判と聞くと英語が難しそうなイメージかもしれませ

んが、むしろ最終的には模擬裁判で音読して陪審員などみんなに聞き取って理解してもらう必要が

あるので、できるだけ簡単な単語で作った方がいいくらいです！ 

 英作文をする、というよりも「どうやって無罪を勝ち取るか」を考えていたので、勉強をしてい

るというよりゲームに勝ちたい！という負けん気で準備をしていました。それはわたしだけではな

くて、弁護側だった仲間もそうだったので、一体感が生まれたように感じます。集まって準備をし

ているときに普段話さない人と仲良くなったのも模擬裁判のいいとこだと思います。 

■実際にやってみて 

 本番は普段の教室ではなく、少し歩いたところにある裁判所のかたちをした施設でおこないます。

全員スーツを着て、さらにバリスターはローブ、裁判官はかつらをします。場所や格好が変わるだ

けで本格的な感じがしました。リハーサルの時には流れの確認だけだったのにとても長い時間に感

じていたのですが、本番はすごく短い時間に感じました。そして裁判で勝てた時は本当に嬉しかっ

たです。自分でも驚いたほど達成感がありました。終わった後みんなで写真を撮ったりして、その

後ピザパーティという名の打ち上げで楽しい時間を過ごしました。 
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■Mock trial を終えて 

 私は今回、Judge (裁判官)役を担当しました。

その中で一番大変だったことは弁護側と検察側

の証言をまとめることでした。裁判官の仕事は弁

護側と検察側の被告人や証人への質疑を要約し、 

Jury (裁判員)に伝えることが一番重要となるか

らです。それを英語で行うのです。 

 しかし実際、英語についての心配は要らないと

思いました。現地の PA (Program Assistant)の

方々が最後までしっかりサポートしてくれるた

め英語が苦手でも得意でも楽しめるようになっ

ていました。模擬とはいえ裁判と聞くと少し肩に力が入ってしまいますが、周りの人としっかり連

携して準備さえしていれば何も問題はありません。 

 この Mock trial は研修で学んだことを最大限に生かすことのできる場の一つです。そのため本番

は皆自分の出来ることを精一杯出し切り役をこなしました。結果としてハプニングもなく、よく仕

上がった模擬裁判を出来たと思います。もちろん、模擬とは言っても裁判であるため緊張感のある

雰囲気や、日本とは違う裁判形式を実際に自分がその中の一人として参加する貴重な経験は法律家

を目指す人にもそうでない人にも参加する意味を与えてくれるものでした。 

本番後は、Jackie からも「さながら本番のような雰囲気だった。」と褒めていただけました。こ

の日のために努力してきたものが実った瞬間を多くの仲間と分かち合うことができたことをとて

も嬉しく思います。 

皆さんもぜひ研修でイギリスの裁判を英語で体験する世界を堪能してください。 
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法学研修を終えて 

 

この夏、法学研修でイギリス・ケンブリッジにて約１ヶ月間過ごした率直な感想としてあるのは、

世界が変わったということである。 
  

自分は、国際情勢に興味があり、実際に国際社会の重要なアクターであるヨーロッパイギリスに

行くことでニュースやネットを通して、それを感じることもこの研修に参加することの目的の一つ

であった。確かにそれを感じることはできたであろうとは思う。しかし、それ以上に大きな収穫で

あったのは、国際情勢とは関係ない欧米社会を肌で実感できたことであると思う。石畳の道と石造

建築、ディスカッション形式の授業や多様な人種が入り混じっている社会など日本ではあまり体験

したり見聞きしたりすることの無いことが多かった。 

  

特に、自分にとって最も印象的だったのはディスカッション形式の授業であった。ある日のディ

スカッションのテーマは「捕鯨」であった。 

自分は、そのとき一緒に議論したアメリカ人の Tom に「ネットやメディアでは、日本人は鯨や

海豚を殺すから野蛮人だという意見があるが、それについてどう思うか」という質問をした。そし

て彼は、そのような意見を持つ人間は、捕鯨について議論して落としどころを見つけようとするの

ではなく、ただ憎悪を煽っているだけである、それに加え、なぜ彼らが捕鯨に反対するのかといえ

ば、海豚や鯨などの高い知能を有する動物の殺傷への嫌悪だけでなく、ただ人間より大きい動物を

殺すことへの嫌悪でもあると教えてくれた。 

このことは、テレビやネットでは得られない意見だとつくづく実感している。文字通り、この

Tom とのディスカッションは捕鯨に関する自分の見る「世界」を変えてくれたのである。 

 

 帰国してから、自分は将来について考えるようになった。なぜなら、自分はこの自分の世界を変

えた素晴らしい経験を無駄にはしたくないからだ。自分は将来、この経験を生かして、大学院ある

いはシンクタンクの研究員になることを考えている。このプログラムに参加を考えている諸君は、

いかにこのプログラムをただの一か月の海外旅行として終わらせないか、部活やサークルの合宿に

行くことより１００倍身になる経験にするかを考えてほしいと思う。 
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Life in Cambridge and Japan,then... 
 

Everything is different from what we usually see and 

how we think the things are in Japan. You might have a 

mixture of feelings in your mind when you are at England 

or at Cambridge. 

 

 The life style I had was not strange since we had 

classes in before noon and the afternoon, had three meals 

a day and time to sleep. To the pint doing these things, 

there isn’t any difference between lives in England and in Japan. However, there not only 

manners of eating but also how we act on the train makes the difference. For instance, during 

the course we usually had breakfast at a dining room of the college where a formal dinner was 

also held. Before stepping into there, we have to take our hats off and put cellphones in our 

belongings. Moreover, if not a rule, there’s an unwritten manner that we had not make much 

noise when eating. This is because it’s disgusting for the others being there. On the other hand, 

about how we act on a train, I did always have some conversation with “neighbours” during 

every long journey. I mean “neighbours” are passengers next to my seat, who spoke to me so 

friendly even if I am stranger to the place. They are nice enough to do that as we do with 

friends of ours. 

 

   There are other things that make differences anyway, if there’s a fact that I could point it 

would be that ‘the culture consists everything in that area’. It is so natural and maybe everyone 

knows this. However, when you leave home and go to another place you’ve never been, you 

cannot help but feel this surely. And this direct experience to another culture will surely bring 

the person a great change and give him/her courage to step to his/her future. At least I hope so. 

Finally, it was glad to have a chance to write this and appreciate every people concerning this 

course. 

 

 

 

 

 

 

 

33 



Building Bridges 
 

The word ‘Cambridge’ brings to mind the many bridges over the River Cam, the famous river 

which runs through the centre of the city. But Cambridge also builds bridges in other ways too: 

from your past to your future, from yourself to others, and from Japan to the world. 

 

At university, it is quite easy to become stuck in a routine, just attending classes, club 

activities and nomikai like other students around you. But eventually you have to start 

investing time and energy into creating options for your future. Going to Cambridge will break 

your daily routine and force you to try new things and explore new possibilities. Your stay in 

Cambridge will be like building a bridge through time, from ‘old you’ who leaves Japan to the 

‘new you’ who returns. You will come back with fresh confidence and passion to take active 

steps for your future, for example through internships, travel, qualifications, research and 

volunteering. 

 

Cambridge also builds bridges between you and the people around you now. There are lots of 

fantastic students at Meiji but it is hard to talk to them without a reason. Cambridge forces you 

to work together with many new people and you will form strong, supportive bonds with them 

that will last a long time into the future. Your teamwork skill, which is vital for everyone, will 

also be boosted by this experience. It will also give you interesting topics to talk about proudly 

with anyone. 

 

Finally, it is a bridge towards global ways of living. Most of us grow up in one country, with 

one cultural background. We only become aware of our background when we experience what it 

is like to live differently. Cambridge is a dormitory-style accommodation, living next to 

Cambridge students who think and behave differently from you. I am sure that as you relax 

into your new lifestyle, you will have a positive influence on each other that will continue after 

you return to Japan. 

 

If you are feeling like you want a change, then come to Cambridge and build bridges for 

yourself so you can take your life in a new direction! 

 

                                                              James Sharp 
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From Jackie, Our Great Teacher 
 

I knew from the very first moment  I met the class of 2015 that it was going to be a 

memorable Law Summer School. Little did I realise that it was going to be one of the best years 

in my memory, the Meiji-Pembroke Law Summer School had ever known and therefore quite a 

fitting albeit sad end to the many fruitful years of collaboration between Pembroke College and 

Meiji University. 

 

For this our final year of collaboration students attended lectures on the English legal 

system and also worked on modern day advocacy skills in their legal English sessions where I 

participated and observed some of the most outstanding and lively debates on a variety of legal 

topics. In these sessions students 'threw themselves into the debates'  rapidly becoming 

immersed in legal culture and language. Irrespective of the language obstacles they faced every 

member of the class of 2015 rose to the academic challenges and not only made me feel 

immensely proud of their achievements but also took responsibility in making their future 

academic dreams a reality. This dynamic and proactive mindset served the students well as 

they made the most of the  PA discussion groups held this year and indeed the programme 

overall. 

 

Of course all the exciting activities of the programme and more have been retained for this 

year's students to enjoy in this new law programme which marks the first Meiji-Corpus Christi 

Law Summer School. 

                                         

 

                                                     Jackie Thomas 
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Begin With A Single Step! 
 

  There are opportunities to get away from your stuck, trivial and uninspiring world 

everywhere. You already have some chances to step forward into a new, more attractive world. 

However, you may hesitate when the chance appears, because of a lack of preparation. I was 

the same. I’m sure there is no one who never hesitates. I always wonder how I should decide 

important things when I stand at a crossroads in life. 

  Then what should we do when we face a problem in the future? It depends on you ――what 

skills do you have or what experiences do you have? This program will help you to cultivate 

your way of expression, studying, thinking and communicating and enable you to deal with 

such problems. 

In my experience, many aspects of this programme were beneficial for me.  

1. I got many friends who have potential. 

2. I found the courage to try something new. 

3. I rediscovered my enthusiasm for studying law. 

4. I experienced living by myself. 

5. I benefited from Cambridge’s reputation. 

6. I met an excellent teacher. 

7. I found new potential goals for my future. 

8. I discovered British culture. 

Of course there are other benefits I haven’t mentioned. But what I want to tell you most is 

that this program will be a great choice when you want to do something special in one month. 

Many different people such as Jackie, James, PAs (Sachin, Tom, Caitlin, Sarah, Caroline, 

Toshi this year) and students of Meiji University will participate in this program. You will be 

exposed to a new situation that will let you develop yourself and get new ideas like a bolt from 

the blue. 

You have many choicees during your summer vacation. I hope you want to spend time in 

Cambridge. Because I’m sure it will be a great time in your life. 

 

Wish Cambridge and this program will keep going for a long time!               M.Y 
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事前に知っておくべきイギリス情報（重要） 
■ 治安 

ケンブリッジは非常に治安が良いです。街には親切な人ばかりで、分からないことがあ

れば優しく何でも教えてくれます。ただし、油断は禁物！！日本が世界一安全な国だと

いうことを忘れないでください。特に、週末ロンドンへ行った際などは警戒してくださ

い。財布やパスポートなど、貴重品の管理は厳重にしておきましょう。また、深夜の外

出は安全のため控えましょう。 

■ 携帯電話 

現地での必需品の一つが携帯電話！宿題の連絡や模擬裁判の準備、週末の旅行の際など、

友達同士で連絡を取り合うことが多々あります。その際、LINE のグループ機能などを

活用すると便利です。海外対応の携帯電話や、ポケット Wi-Fi を準備するのも良いです

が、研修前に説明会で紹介される携帯会社からレンタルするのが無難です。寮内は Wi-Fi

が使用できますが、外出時は利用できないので、現地で使えるものを用意しましょう。 

■ パブ＆お酒 

イギリスでは 18 歳になれば飲酒できます。日本人はほぼ間違いなく年齢確認されるので、

身分証（パスポートが確実）は忘れずに。寮の周辺には沢山パブがあります。折角です

から、イギリス文化を体感するために、積極的にパブに行きましょう！お店ごとにメニ

ューや味が異なるので、ハシゴしてみてはいかがでしょうか？おすすめは、Fish & Chips

と Hunter’s Chicken です！お酒の種類もかなり豊富で、ビールだけでも 7～8 種類あり

ます。自分達の席を確保したら、カウンターで注文しましょう。友達同士でも良いです

し、PA や先生も誘ってみては？（私は友達と James 先生で何度も行きました（笑）） 

■ 交通 

ケンブリッジ市内であれば徒歩で回れます。寮から Cambridge 駅までは徒歩 20～25 分

かかります。ロンドンまでは最速 45 分で着きますが、各駅停車だと 90 分かかってしま

うので要注意！駅の掲示板をよく確認しましょう。駅で路線図や時刻表も無料配布して

いるので入手すると便利です。切符を買う際は Return（往復）切符を買ったほうがかな

りお得です。学生用の割引パスを作れるので、パスポート用の証明写真をいくつか余分

に持って行くと便利です。私のお勧めは、日本出国前に英国政府観光庁の Web サイトで

「ブリットレイルパス（フレキシータイプ 8 日分）」と「ビジター・オイスター・カード」

を買っておくことです（詳細は調べてみてください）。少々値が張りますが、これがある

と無いとでは、イギリス国内での旅行範囲が全然違います。スコットランドや湖水地方、

ストーンヘンジなどにも足を延ばしてみては？ 

■ 買い物 

イギリスでは平日でも、レストランやパブを除いて、18 時には閉店してしまいます。ま

た、日曜日は昼近くまで開店しません。買い物をする際は注意しましょう。スーパーや

ショッピングモールも閉まりますが、Sainsbury’s だけは平日 23 時まで開いています。

日用品やお菓子などはそこで買うのが便利です。お土産は街中の土産物店か、マーケッ

トで。昼食は、寮の正門前の Sam Smiley でサンドイッチを買うのがお勧めです！！！

おいしいコーヒーと手作りのお菓子も売っています。 
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■ 写真 

写真を撮るためにデジタルカメラやスマートフォンを持っていくべきです。撮った写

真はこの報告冊子でも使えますし、何よりも研修での思い出・経験を振り返る良い材

料になります。SDカードやスマートフォンのメモリ容量には余裕をもって研修に臨み

ましょう。余裕がないと、途中で写真が撮れなくなってしまいますよ。 

■ 食事 

イギリスの料理はマズいとよく言われますが、一部を除いてはそんなことはありませ

ん。カレッジの周りにはおいしい料理を出すレストランやカフェ、パブがたくさんあ

ります。イギリスといえば、「フィッシュアンドチップス」を思い浮かべると思います

が、このフィッシュアンドチップスも、お店ごとに味が違うので、食べ比べてみるの

も面白いと思います。研修では、１００ポンド分のミールカードが支給され、それを

使えばカレッジの食堂で食事ができます。ただ、近所のスーパーマーケットでは、お

いしくて種類豊富なお惣菜が売っているのでそれらを食べてみるのもおすすめです。 

■ 時差 

イギリスと日本は、現地の夏時間で８時間の時差があります。今回の研修では、日本

時間１１時に出発し、現地時間１５時に到着しました。研修の最初の頃は、夜なかな

か寝付けなかったり、昼間眠くなったりと、時差ボケになってしまう人もいましたが、

数日で解消すると思います。夜更かしをせず、現地の時間に合わせた行動をすること

が大切です。どうしても昼間眠くなってしまうときは、近所を散歩してリフレッシュ

するのがおすすめです。 

■ お金 

今年は￡１＝１８０円～２００円でした。両替する場所や日時によって多少レートが

変わります。物価は、だいたい日本の１．５倍から２倍と考えてください。ただ、ス

ーパーマーケットで買う生活必需品（パンなど）はとても安いです。来年の研修でも

クレジットカードを持っていく方は多いと思いますが、普段カードを使わない人にと

っては、扱い方に注意が必要です。お金は日本で両替しておいた英ポンドと日本円を

両方持っていった人が多いようです。クレジットカード・デビットカード・キャッシ

ュパスポートは VISA または Master 等の国際ブランドがほとんどのお店で使用できま

す。日本で多く使える JCB はイギリスでは使えるお店があまり多くありません。これ

らのカードを作る際は、カードの種類をよく確認し、研修出発日に余裕をもって申し

込みましょう。 

■ 荷物 

イギリスの８月・９月は東京の１０月から１１月と同じくらいの気温です。なので、

衣服は厚手のものを持っていくことをおすすめします。カレッジには洗濯機があるの

で、洗濯する頻度に応じた分の衣服を持っていくとよいでしょう。そのほかに、日本

食が恋しくなった時のために、ラーメンやご飯等のインスタント食品をいくつか持っ

ていっても良いですし、現地での学習のサポートのため、可能な人はノートパソコン

を持っていってもよいでしょう。ただ、飛行機の預け入れ荷物には重量制限があり、

これを超えると６０００円ほど超過料金を取られるので、事前に荷物の制限重量・個

数を調べ、重さをはかっておきましょう。 
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2015 年度参加者からの声 
 

ケンブリッジ大学への夏期研修によって色々な人と会話をし、様々な価値観に触れることができた

のは非常に貴重な経験でした。 K.K 

 

ケンブリッジで得たもの=悪名高き麻雀組 S.N 

 

とってもとっても楽しかったぁですぅ！ 

So, 笑 not bye, see u again, Cambridge (o^^o) Stina 

 

初めての海外でしたが、みんなのおかげで、楽しかったです！ R.B 

 

初めての海外留学でしたが、数え切れないほど沢山のことを経験し、濃い 1 ヶ月間を過ごすことが

できました。また行きたいです！ N.S 

 

歴史と伝統のある地で学ぶことで、これからの生活に大きな自信をつけることができました。K.H 

 

将来、行ってよかったと思える場所だからみなさん是非行きましょう！ A.S 

 

勉強・観光・現地の方々との交流等すべてが充実してました。 

参加して本当に良かったです！R.K 

 

私はこの研修で言語を通しての比較文化ができて自分の人生に大きくプラスになったと思います。

支えてくれた方々に感謝します！ T.K 

 

お互いに高め会える仲間に恵まれ、本当に充実していました。視野が広がる、成長できた一ヶ月だ

ったと思います。 Y.K 

 

馴染みのない慣習法への関心が増しました！あと何より紅茶が美味しいです！ C.I 

 

たくさん勉強して遊んでいろんな経験ができた 1ヶ月でした！！ Y.F 

 

色々と濃い時間を過ごせました！日本と違った空気感の中、勉強に遊びに、お洒落に満喫できま

す！ M.Y 

 

留学で貴重な経験をしたので、これを生かそうと思います! Y.T 

 

研修に参加するか迷っている人はとりあえずチャレンジしてみてください！ S.A 

 

39 



この研修を有意義なものにしたいのであれば積極的に英語で話すべきです。通じなくても根気強く

です。 G.S 

 

今まで考えもしなかった法律家になることを考え始めて、将来について考えるきっかけになった！ 

そして大切な仲間ができた！ Y.M 

 

ケンブリッジへ行って、絶対に後悔しないし、本当に充実した時間を過ごせます！！ A.O 

 

研修に参加して今までより法律に興味を持ち、長期留学を考えるようになりました！ A.N 

 

イギリスの生活に慣れるのに苦労しましたが、また行きたいです！ S.I 

 

イギリスという日本とは全く異なる場所での経験は将来の大きな糧となりました。参加を考えてい

る方は是非参加してみてください！！ H.M 

 

大変だったけどすごく楽しかったです！！！ありがとうございました！！！ S.T 

 

先生や友人に恵まれ、今までで一番充実した 1ヶ月間を過ごせました。 A.I 

 

かの有名なケンブリッジ大学で法律を学ぶことは生涯素敵な経験となるはずです！ C.Y 

 

ケンブリッジでの 1ヶ月は最高の仲間と最高の場所で過ごせた最高の時間でした！ R.O 

 

現地での一か月間の生活を通して、生のイギリス文化を体感できました！ Y.S 

 

勉強面でも、遊びの面でも本当に充実した 1か月となりました(^^) Y.K 

 

ケンブリッジの美しい街並みの中で、ずっと暮らしていたくなりました！ K.T 

 

日本とは異なる文化や法律の勉強を通じて、自分の視野を広げることができたと思います。 M.M 

 

決して楽なことばかりではなかったですがとても成長できた一か月になりました。 M.T 

 

私にとって、この研修への参加は、非常に価値のあるものになりました。まずは素晴らしい先生や

仲間に出会えたこと。次に英国法を学んだことで、日本の法についてもさらに学びたいという学習

への意欲が芽生えました。これからも学ぶ姿勢を大事にしたいです。 S.K 
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編集後記 
 

僕にとって、この研修はすごく貴重な経験が詰まった大切なものなので、後々に残っていくこの

パンフレットの作成に携わることができて本当に良かったと思います。この冊子を作っていく過程

で友達の写真や風景をみてとても懐かしい気持ちになりました。たった一ヶ月の研修でしたがたく

さんの思い出をつくって、たくさんのことを学んだのだなあとあらためて今感じています。このパ

ンフレットを読んでくださった皆さんにとって参考になってくださればとても嬉しいし、ぜひとも

参加したいと思ってもらえるものであることを心から願っています。    （S.I）    

 

 

このパンフレットの編集は正直に言って大変なものでした。予定の合わない３０人を超える多忙

な人々の予定を合わせることはやはり難しいことで、締め切りが全員に守られたことは一度もあり

ませんでした（笑） 

けれど、２０１５年の夏、大学２年生の貴重な夏休みをケンブリッジ大学で過ごせたことの集大

成と愛情をもって作り上げました。皆が彼の地でどれほどいろいろなものを得てきたのかは、この

パンフレットを読んでいただければわかるかと思います。 

このパンフレットを手に取ってくださったあなたが、私たちと同じようにケンブリッジで素敵な

巡り合いを得て、素敵な時間を過ごしたいと考えてくれることを願っています。  （M.Y） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


