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教員あいさつ 

 

 

◆国際的視野を広げよう！ 

法学部長 南保 勝美 

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，ケンブリッジ大学ペンブルッ

ク・カレッジ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。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，ケンブリッジ大学ペンブルック・カレッジ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。 

 

 

 

◆ご父母・ご家族の皆さまへのお願い 
 法学部教務主任 小室 輝久 

 学生のご父母・ご家族の皆さまがこの冊子をご覧になるのは，各種の説明会で配布されたものを手にされたか，

この研修に参加しようと思う学生が皆さまに相談するために持ってきたかの，おそらくはどちらかの状況であろう

と思います。 

 この冊子をたまたま手にされている皆さまに対しては，この研修を学生に薦めない
、、、、

ようにお願いいたします。近

年はグローバル人材育成の観点から，外国語の習得や留学への関心が高まり，ご子弟に留学の機会を与えようと考

えるご家族の方も増えつつあります。しかしながら，海外での学修と生活には，本人の強い動機と自主性が必要で

す。「親に薦められた」という理由での留学は，残念ながら成功しないことが多いです。学生が，自ら「留学した

い」という意思を持ち，自分で行動するようになるまで，皆さまには信じて待っていただきたいのです。自分で考

え，判断し，行動できる能力こそが，グローバル社会で活躍するために，最も重要な能力です。そして大学は，失

敗の経験も含めて，学生が自分で考え，判断し，行動することを学ぶ場です。 

 他方で，学生がこの冊子を手に，研修への参加を皆さまに相談してきたときには，可能な限りで費用面のご支援

をお願いできると有難く存じます。本研修に参加するためには，研修参加費と諸費用を含め，法学部の 1 年分の授

業料を超える費用がかかります。本研修の内容は，現地の授業担当者との間の綿密な協議をもとに明治大学法学部

生のために設計されており，費用分以上の価値があると信じていますが，学生にとってはきわめて高額です。明確

な志望動機と強い意思をもつ学生にとって，留学は掛け替えのない経験です。皆さまのご理解とご協力を賜れれば

幸いに存じます。よろしくお願いいたします。 
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Introduction to Cambridge law course 
 

私たちは 2013年 8月 13日から 9月 11日までの約 1か月間、2013年度ケンブリッジ大学夏期法学研修に参加しました。 

1 か月間の研修は、全て英語で実施されました。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ふれ、イギリスの法制度などの知識の習得をし、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

律専門家の方の講義を実際に受けることができたことも、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、名

所観光を行ったりして、日本と異なる文化に触れることができました。この報告書では、そんな法学研修を、参加者の視点で

紹介します。 

1か月過ごして得るものは、一人一人違います。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

変さも伴いますが、一方で楽しい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。 

法学研修をどう過ごすかは自分次第です。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、

多くのものを得られるでしょう。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でしょうか。研修中の様々な状況を

参加者同士助け合いながら、どう楽しみ、乗り越えるか。それがこの法学研修の魅力です。 
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The University of Cambridge 

ケンブリッジの町は、ケンブリッジ大学を核として栄えるいわゆる大学都市で、学生が快適に修学し、生活する環境が整っ

ています。治安も比較的良い地域です。今年度の夏期法学研修では、コーパス・クリスティ・カレッジが宿舎となり、ペンブルッ

ク・カレッジが授業の場となりました。2つのカレッジは隣同士で歩いてすぐのところにあり、街の中心地まで歩いて 5分以内

の距離なので、非常に便利な場所に位置しています。 

 

■The University of Cambridge(ケンブリッジ大学)  

ケンブリッジ大学は 1209年に創設された非常に長い歴史をもつ公立大学で、各種世界大学ランキングで常にトップレベル

の評価を受けています。大学は、カレッジ制（学寮制）と称する、教員と学生が、教育・研究を目的とした共同生活を送ることを

基本理念とした制度が採用されており、全体で 31のカレッジによって構成されています。各カレッジには、教員の宿泊施設・

研究室・学生寮・礼拝堂・事務課・図書館・パブ・食堂・ホールなどがあります。 

 

■Corpus Christi College(コーパス・クリスティ・

カレッジ)  

コーパス・クリスティ・カレッジは、今回のケンブリッジ夏期法

学研修の宿舎となりました。このカレッジは、1352年の創立で

す。カレッジに入ると、美しく整備された広大な芝が広がって

います。芝は原則として立ち入り禁止で、それを告知する様々

な国の言葉で書かれた注意書きがあります。芝を囲むようにし

て寮や食堂・礼拝堂などが立ち並び、建物の造りからは歴史

を感じ、非常に趣のある美しい景観です。 

 

■Pembroke College(ペンブルック・カレッジ) 

ペンブルック・カレッジは、今回のケンブリッジ夏期法学

研修の授業の場となりました。このカレッジは、1347年に創

立され、全カレッジの中で 3番目に古い歴史を持ちます。

明治大学でも公演しているシェイクスピア劇団「Pembroke 

Players」が有名です。このカレッジはコーパス・クリスティ・カ

レッジよりも広大な敷地を持ちかつ複雑な造りです。 

 

H.K 
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Schedule 

現地での日程は、平日はきっちり講義が組み込まれている一方で、週末は自由行動となっています。講義には 5

つの種類があります。 

      …English for Legal Purposes＝法律英語の講義 

  …An Introduction to the English Law＝英国法制度の講義 

  …Guest Lecture＝現地の教授による本格的な法律学の講義 

    …Law Seminar＝Guest Lectureの解説講座（復習目的） 

     …PA Discussion＝PA（Programme Assistant）による授業 

   

Law Seminarは 2013年度から新設された講座で、難解な Guest Lectureの理解促進

を目的としています。PA Discussion 以外はほぼ毎日講義が行われ、朝の 9 時から夕方

6 時まで、4～5 コマの講義があります。一か月の間に講義以外のセッションとしてフォ

ーマルディナーが３回、フィールドトリップ、裁判傍聴、イギリスの弁護士によるトー

ク（Law Talk）、模擬裁判がそれぞれ１回ありました。また、最後にはまとめのテスト

がありました。 

 

 

C.S 

Saturday Sunday

Wk1 17-Aug 18-Aug

9.00-10.15

10.25-11.40

11.50-13.05

Lunch 自由行動

14.00-15.15

15.25-16.40

16.50-18.05

Wk2 24-Aug 25-Aug

9.00-10.15

10.25-11.40

11.50-13.05

Lunch 自由行動 自由行動

14.00-15.15

15.25-16.40

16.50-18.05

Wk3 31-Aug 1-Sep

9.00-10.15

10.25-11.40

11.50-13.05

Lunch 自由行動 自由行動

14.00-15.15

15.25-16.40

16.50-18.05

Wk4 7-Sep 8-Sep

9.00-10.15

10.25-11.40

11.50-13.05

Lunch 自由行動 自由行動

14.00-15.15

15.25-16.40

16.50-18.05

9.00-10.15 注１．

10.25-11.40

11.50-13.05 注２．

Lunch

14.00-15.15

15.25-16.40 注３．

16.50-18.05

English for Legal Purposesは３つ、Law SeminarとPA
Discussionは２つのクラスに分かれて授業を受けます。

青３色のEnglish for Legal Purposes、緑２色のLaw Seminar、
ピンク２色のPA Discussionは各クラスの受講時間帯を示しま
す。

クラス分けは現地で発表されます。

10-Sep 11-Sep

フォーマルディナー

裁判傍聴

裁判傍聴

29-Aug 30-Aug

23-Aug

27-Aug 28-Aug

22-Aug

フォーマルディナー

9-Sep

FridayMonday Tuesday Wednesday

15-Aug14-Aug13-Aug

Thurseday

オリエンテーション現地到着

5-Sep 6-Sep

12-Aug

19-Aug 20-Aug 21-Aug

26-Aug

16-Aug

2-Sep 3-Sep 4-Sep

フォーマルディナー

裁判傍聴

弁護士によるトーク

英国出発 日本到着

テスト

フィールド・
トリップ
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The Life of Corpus Christi 
 

研修中、私たちは宿舎としてコーパス・クリスティ・カレッジに滞在しました。 

 

■部屋 

研修中は、一人一部屋が割り当てられます。部屋の広さは人それぞ

れで、どうなるかは運次第です。どの部屋にもベッド・クローゼット・机・

椅子があります。一番狭い部屋だと４人入ればギュウギュウぐらいの感

じですが、広い部屋だとソファーなどがあり、１０人ほど入れる大きさの

ため、時としてグループワーク用のミーティングの場になりました。大抵

どの部屋にも洗面台が付いていますが、風呂トイレは別となっています。 

 

■バスルーム・トイレ・キッチン 

バスルーム・トイレは各階共同でした。バスルームにバスタブは無く、

シャワーのみで、夜遅くになるとお湯が出ないなど、日本の常識からみれば、ちょっと勝手が違います。 

キッチンルームも設けられています。コンロはありませんが、電子レンジ・冷蔵庫・電気ポットがあり自由に使うことができます。 

 

■ランドリールーム 

洗濯は、カレッジ内の寮生専用のランドリールームで行います。  

ランドリールームには洗濯機と乾燥機がそれぞれ 2台と、アイロン 1台があります。洗濯は１回１．４ポンド、乾燥は５０分 1ポ

ンドでした。ちなみに部屋干しは禁止です。 

 

■食堂 

まさにハリーポッターの世界！ その荘厳さは感動的です。食事は

バイキング形式で、朝・昼・晩、利用できます。メニューは日によって異

なりますが、１食当たり５ポンド前後です。研修では、初日に一人ずつミ

ールカードが 100ポンド分支給されますが、毎食、食堂で食べ続ける

と、ミールカードの残高がすぐ無くなってしまうこともあります。足りなくな

れば、現金で支払うことになります。           

 

 

（建物はとても古いので、火事には要注意！ 

消火器の使い方を教わっています！）                                                               
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■Notice Board 

研修参加者専用に PA（Programme Assistants）が設置してくれた掲示板です。授業

に関する連絡や、毎日のように開催される PA 企画のイベント（PA Activity）のお知ら

せなどがすべてここに掲示されるので、要チェックです。 

 

■Library 

寮の一番奥にあります。利用するには専用のキーが必要で、初日の司書によるガイ

ダンスの際に一人ずつ配られます。広いデスクもあるので自習にはもってこいです。 

 

■PA Office 

何か困ったことがあったり、週末の企画の相談をしたいときは、PA が待機している PA 

Office に行きます。 

 

 

（コラム） 

平日、食堂を利用せず、スーパーで買った冷凍食品を食べたり、カレッジ内

のバーでパンを買ったり、外食したりすることも自由にできます。食堂で友達と

ごはんを食べるのもいいですが、街に行って、おいしいものを探してみてくだ

さい。よくイギリスの食事はおいしくないと言われますが、日本とは確かに違うも

のの、探せば、おいしいものもたくさんあります。一般的には、フィッシュアンド

チップスや、ステーキ、ハンバーガーなどがおすすめです。 

 

 

 

 

もちろんイギリスと言えばアフタヌーンティーが有名

ですが、スコーン、ワッフル、アイスクリーム、チョコレ

ートもおいしかったです。またケンブリッジの街は、中

華料理、イタリアン、日本食など、世界各国の料理も

楽しめます。お財布と相談して、ぜひいろいろなお店

に行ってみてください。 

 

A.O 
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Passion for Cambridge 

海外にいて欠かすことのできないものは、やはり現地の人との交流でしょう。研修中、私たちには PA（Programme assistant）

というケンブリッジ大学の現役学生がお世話係としてついて、現地での生活をサポートしてくれます。困ったこと、わからないこ

とがあれば、どんなに些細なことでも親切に教えてくれます。 

今年の法学研修（Law Course）専任の担当の PAは 2人でしたが、授業のサポート、Ｌａｗ Ｆｉｅｌｄ ｔｒｉｐや裁判傍聴などの校

外見学の引率などさまざまなお世話をしてくれます。授業以外の時間も、PA と多くの時間を過ごすことができます。また PA 

Activity といって、PAが企画してくれるイベントや、フォーマルディナーは、Ｌａｗ ｃｏｕｒｓｅ 以外の他の研修コースと共通の行

事ですが、Law Course専任のＰＡはもちろんのこと、他のコースのＰＡとも勉強のこと以外で、仲良くなれる機会です。 
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Law Course PAs 
 

私たちがとにかくお世話になったのは、Law Course PAの

Emma と Vickiの２人です。Guest Lecture を一緒に受けて、

後でその内容を繰り返し教えてくれたり、PA Discussionでは

私たちになじみのない法律について基本的な部分から教え

てくれたり、授業の予習のためのプリントを何枚もコピーしてく

れたりしました。また、Law Field tripや裁判傍聴の引率、模

擬裁判の準備の時のさまざまなアドバイスなど、何から何まで

お世話になりっぱなしでした。 

 

■Emma 

Emma（エマ）は、私たちの法学研修中に就活もこなしてしまう大変優秀で、何よりもチョコレートを愛するかわいい女性です。

私たちが教えた最新の日本語の「今でしょ！」などもすんなり真似してくれるなど、サービス精神も旺盛なエマですが、バドミン

トンをやると顔を真っ赤にし、ラケットを振り回してスマッシュを打ってくるという一面もありました。メンバー一同彼女の笑顔には

癒されっぱなしでした。 

 

■Vicki 

Vicki(ビッキー)は、将来はbarristerという法廷弁護人を目指しているということで、勉強に非常に熱心で、エマ同様に大変優

秀な女性です。私たちが理解するまで何回もゆっくり教えてくれるなど、とても心優しくて素敵なこともあり、みんなから信頼さ

れていました。唯一の弱点は、ロンドンで地図を見ながら迷子になってしまうほどの方向音痴ということでしょうか。 

 

Law Course PA とは、勉強の場面で交流す

ることが中心となりますが、PAたちも私たちと

歳が近い学生なので、一緒に遊んだり、話し

たりするなど楽しいこともたくさんあります。１か

月も一緒に過ごすので、話す機会は限りなく

たくさんありますが、彼女たちとどのくらい話す

機会があるか。それは私たち次第です。私た

ちが積極的に話しかけていけば PA も答えて

くれます。ぜひどんどん話しかけに行ってほし

いと思います。 

 

Emma                                                 Vicki H.W 
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Other PAs 
  

研修中は、授業以外でも、Law Course  PAはもちろんのこと、PA Activityなどで他のコースの PA とも多くの時間を一緒に

過ごすことができます。私たちをお世話してくれた、法学研修専任担当以外の PAたちを以下に紹介します。 
 

 

Claire                                                                      Daniel                                                                          Stacey                                                                          Jenny 

 

■Claire(クレア)…総務の担当です。親切に何でも教えてくれます。日本にも来た

ことがあります。 

■Daniel(ダニエル)…ケンブリッジの FM ラジオで毎週 MCをやっています。とても

陽気です。ミュージカルが好きで、ライオンキングの鑑賞の PA Activityの企画もし

てくれました。 

■Stacey(ステイシー)…とても親しみやすいです。コーパス・クリスティ・カレッジに

ついて詳しく、校内のことで困ったら何でも教えてくれます。 

■Jenny(ジェニー)…週末の旅行を計画する時に、おすすめの場所や宿泊先を教 

えてくれました。猫が大好きで、コスチュームパーティーでは猫のコスプレをしていました。                               左 John、右 Jack 

■John(ジョン)…イケメンでスポーツ好きです。PA Activityではサッカーをしました。スポーツバーでサッカー観戦も一緒に

楽しみました。 

■Jack(ジャック)…特技はクイズで、全英チャンピオンにもなったことがあります。ビリヤードも得意で、大学内のカフェで一緒

にビリヤードをやってくれました。 

 PA とは恥ずかしがらず積極的に話せば、些細なことから、何でも教えてくれ、友達になれます。PA Activityで一緒にスポー

ツやミュージカルなどを楽しみ、普段の授業の合間に一緒に食事をするなど、一緒に過ごす時間はたくさんあります。PAが待

機している PA Officeで、日本とイギリスの最近流行の音楽やファッションなどについて話し、そのあと一緒に買い物に行った

りもしました。最初は、上手く英語が話せなくても、日が経つごとに自然と自分の言いたいことを伝えられるようになります。ぜ

ひ、積極的に話かけてみてください。 

H.Y 
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Law Field Trip 
 

Law Field Tripは、Law Course PAの引率のもと、イギリス法制度のより深

い理解のためにロンドンに赴き、実際に法律に関係する施設を見学すると

いうものです。今年は House of Parliament(イギリスの国会議事堂)に行きま

した。 

Law Field Tripに参加することで、教室の講義で得られるイギリス法につ

いてのぼんやりとしたイメージを具体化し、身近に感じられます。議事堂に

行くことは、ここにどんな歴史があって、イギリス法が成り立ってきたのかを、

法律が作られているその場の臨場感・雰囲気として理解することにもつなが

ります。日本とイギリスの憲政の発展史を事前に勉強すれば、さらに理解が深まるでしょう。 

見学では、研修メンバーが 2グループに分かれ、PA と一緒に現地

ガイドの細かい丁寧な説明を聞きました。1時間半から 2時間弱、ガイ

ドはもちろんすべて英語で、内容も濃く、気を張っていなければ聞き逃

してしまいますが、わからない単語などが出てきたときは、PAがやさし

く教えてくれました。 

国会の入り口では厳重に手荷物検査が行われます。上院と下院に分

かれた議場は、思っていたよりもはるかに小さく、席もベンチのような作

りで指定席ではないところなどは、日本の国会議事堂とずいぶん違う

点も見られ、行く価値は大きいと思います。 

国会の中は写真撮影が禁止されていますので、実際の議会の様子

は Law Field Tripに行き、ぜひ、自分の目で見てほしいと思います。 

Law Field Tripはロンドンの散策も兼ねていました。議会見学後、近くの公園に移動し、各自前日に買っておいたお昼ごは

んを芝生の上で食べ、さらにトラファルガー広場に移動して 2時間ほど自由行動の時間がありました。初めてのロンドンで道

に迷い、その後の集合時間に遅れたグループがいて、みんなのブーイングに応え、その場で土下座をする人が出る始末。で

も、結局、夕食は皆でおいしくピザを食べ、一日をなんとか終えることができました。そんな Law Field Tripのてん末でしたが、

研修の第一週目の企画だったので、この機会に初めて PAや現地の

人と楽しく話したという人もいました。迷惑をかけてはいけませんが、

PA と仲よくなり、現地の人と交流し、イギリス法制度も実感できる、そ

んな Law Field Tripですので、法学研修に参加するなら思う存分楽し

んでもらえると思います。 

Y.S 



14 
 

PA Activity 
 

PA Activity とは、PAが企画してくれるイベントです。大学近くで気軽に参加できるものから、少し遠出するものなど、さま

ざまな企画が楽しめます。参加は任意ですが、とにかく楽しいので、勉強の進行状況や懐具合とも相談しながら、積極的に参

加しましょう。PA Activityの中から、いくつか選んで紹介します。 
 

■サッカー 

ケンブリッジ市内のサッカーコートを借りて、同時期に来ている日本の他大学

の研修生達とサッカーの交流試合をします。今年は不甲斐なく明治大学は惨

敗してしました。ですが黄色い声援飛び交う中、長い伝統を誇り世界的にも

有名なサッカーチームが複数あるサッカーの国イギリスでプレーするのは最

高でしょう。次はみなさんにリベンジいただくことを望むばかりです・・・。 

 

 

■コスチュームパーティー 

安価でお酒が飲める、普段真面目な皆のお茶目な一面が見られる、流行の最先端をゆくミューズィ

ックに合わせて踊れる！ペンブルック・カレッジにあるバーを開放して、夜に行われる仮装ダンスパ

ーティです。ハメをはずしてしまうほど燃えます。踊れなくてもいいんです、他の研修生と仲良くなる

チャンスを逃さないように。 
 

 

■パンティング 

ケンブリッジは美しい街並みも見どころです。広い道路、荘厳な建造物、豊か

な自然、ゆるやかに流れる川、どれも美しく、見ているだけで勉強の大変さも忘

れます。休日、ボートでゆったり川を往復なんていうのも案外良いものです。な

かには、コンフォタブルな時間に酔うあまり、アイフォンを紛失したことに気付か

なかった学生もいたとか。 
 

 

 

 

■ハリーポッターミュージアム 

本場のハリーポッターミュージアムに行けます。

実際に撮影で使用されたセットやらなにやら

が盛りだくさんです。この研修に参加する前に、

ハリーポッターを全編見直すのもいいかもし

れません。 

 H.M 



15 
 

Passion for Cambridge 
 

法学研修の講義は、基本的にペンブルック・カレッジの Old Libraryで行われます。今年の研修は English for Legal 

Purposes, An Introduction to English Law, Guest Lecture, Law Seminar, PA Discussionの 5種類の講座から構成されていま

した。 

An Introduction to English Law と Guest Lectureは全員一緒に講義を聞き、English for Legal Purposesは３つ、 Law 

Seminar と PA Discussionは２つのグループにわかれて授業が行われました。 

English for Legal Purposesでは、主にリーガルライティングなど法律英語の基礎を学びます。An Introduction to English 

Lawでは、主にイギリス法制度の概要についての講義をうけます。Guest Lectureでは、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の講義を受け、2013年度から新たに加わった Law Seminarを受けることにより、講義

内容の理解をさらに深めていきます。基本的には講師と参加者の双方向的な構成で、理解できなかったところはその場で質

問できます。全体を通じてケースプレゼンテーションをはじめとし、多くのグループワークが用意されています。また普段から、

難易度の高い授業では、参加者同士教え合います。最後はまとめとして試験があり、無事に終えると、修了証がもらえ、感動

もひとしおです。 
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講師紹介 (Jackie and Jessica)  

 

 ■Ms. Jacqueline R. Thomas 

English for Legal Purposes, An introduction to English Law の講義担当の、

Ms. Jacqueline R. Thomasです。私たちはみんな Jackie（ジャッキー）と呼んでい

ました。 

 Jackieはとにかく優しくフレンドリーな先生で、いつも楽しい講義でした。先生

は、最初の講義のときに私たち一人ひとりに英国風の呼び名をつけて、顔と名前

をすぐに覚えて、教室内ではもちろんのこと、授業外で会ったときにも熱心に話し

かけてくれました。Jackie と仲良くなるとおススメのレストランを聞けたりもします。 

最初の方は、慣れない英語で自発的に意見を述べることや、質問に答えること

に恥じらいを感じたりしていました。けれども、Jackieが優しく丁寧にサポートして

くれたおかげで、だんだんと発言することに抵抗がなくなり、活気あふれる講義に

なりました。 

 全て英語での授業なんて私には無理…などと不安に思われる方も多いかもし

れません。そのような心配は全く必要ありません。Jackieは今まで英語圏以外に

住む数多くの学生たちに教えてきており、わかりやすい英語を使って話してくれ

るので、リスニングが得意でないという人でも十分に聞きとれます。 

 

■Ms. Jessica Corsi 

 今年度の法学研修から新設された Law Seminar担当の、Ms. Jessica Corsiで

す。今年から初めてこの法学研修を担当されることになった先生で、才色兼備の

女性です。私たちはみんな Jessica（ジェシカ）と呼んでいました。 

  Law Seminarでは、前日に受けた Guest Lectureの理解を深めるために、一

人ひとりが意見や感想などを求められます。Guest Lectureは内容が難しい上に

先生の話すスピードが速いため、毎回理解するのは大変なのですが、これを後

で意見や感想にまとめること自体また難しく、Law Seminarでの復習時には、説

明する英語が拙くなったり、見当違いになってしまうこともよくありました。しかし、

そんなときでも Jessicaは辛抱強く私たちの意図をくみ取り、理解しようと努めてく

れました。きちんと意見が言えなくても、どんな些細のことでも、わからないことが

あれば丁寧に説明してくれる、とにかく優しい先生です。Jessicaの Law Seminar

があったからこそ、Guest Lectureの内容を理解することができたと思います。 

N.N 
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Message from Jackie and Jessica  
 

Jackieと Jessicaから、この法学研修に参加する人へのメッセージです。 

The Meiji-Pembroke law programme offers a range of 

benefits and opportunities to students. The course 

exposes students to the law of England and Wales, 

European law, the fundamental tenets of the common 

law system, and the basic structure of comparative law. 

Through a series of lectures, seminars, smaller 

discussion groups, practical exercises including mock 

trials, and court visits, students have the chance to learn 

through a variety of formats. The topics covered are 

diverse and include both the core subjects taught to 

English law students as well as cutting edge issues facing Europe as a whole. Students will be challenged, but 

there is also time built in for fun and sightseeing, as well as relaxation and study. It is our hope that the course 

participants return to Japan with a clear understanding of core common law subjects, a grasp of the common law 

approach, the ability to discuss these topics in English, an improved English legal vocabulary, and the capacity to 

put their knowledge into action in Japan, whether through comparative law, or by approaching Japanese law with 

a fresh angle.  

Students on the programme face enormous challenges and quite a steep learning curve. Not only do they learn 

to engage with the vast amount of reading material available and conduct their own research but they also need 

to explore how to think critically and to develop analytical skills which are essential tools for those who wish to go 

on to graduate school and further study in law. 

Engagement with the reading enables students to 

understand the relevant law and policy as well as to 

reflect on academic debates and develop their own 

opinions which they will then in turn bring to what are 

very often animated classroom discussions. 
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English for Legal Purposes 
 

■English for Legal Purposesとは・・・？ 

English for Legal Purposes の講義では、日常英語から、基礎的な法律英語まで学びます。この講義は Jackie の担当で、

参加者を 3 つのクラスに分けた少人数授業となっています。参加者同士のコミュニケーションも図れて、仲良くなれる内容とな

っています。Jackie がたくさんのテーマに合わせて、ゲームも交えながら進めてくれるので、とても楽しく英語を学べます。日

本の大学のような一方的な聴講形式ではなく、各人の参加型の講義です。 

 

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

・Legal essays 

・Problem solving tasks 

・Case notes 

・Legal presentations 

・Moots 

・Practical legal drafting 

・Legal debates 

・Court observation reports 

 

■English for Legal Purposesを受けると…？ 

この講義では、まず、Legal Essay の書き方をはじめとするリーガルライティングなどの法律英語を、ネイティブの先生に基礎

から学びます。法学研修全般において、このスキルを習得することは非常に重要です。 

また、この講義を受けて特に身につく力は２つ、英語のリスニング力と、スピーキング力です。 

 少人数のクラスで、双方向で講義が進められるため、他の講義では中々物怖じしてしまう人も、毎回発言の機会があり、自

然と英語で話すクセがつきます。また、自分の意見を言うためには、しっかりと相手の発言を理解することが必要ですが、これ

も習慣づけられます。この講義では法律専門用語を使うことが必ずしも多くはなく、日常的に耳にする単語も結構学ぶことが

できます。毎日、リスニング、スピーキングを繰り返し、英語を使っての会話が自然とできるようになります。 

 

■英会話が不安でも… 

 この講座を担当する Jackie の英語はとても聞き取りやすいので、英語力に不安があっても問題なく受講できますが、自分

の意見をしっかり発言することが求められます。一見難しいことのように感じるかもしれませんが、生き残りゲームや街角インタ

ビューを通して、楽しく、英語で発言することが身につきます。英語が不安な方でも、楽しい授業と先生の優しさ、そして分から

ないことを教えあう仲間の存在で、この授業を最大限楽しむことができます。 

K.E 
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■English for Legal Purposesを受けての感想 

イギリス法を聴講形式で知識として学ぶ他の講座に比べ、English for Legal Purposes は、よりリラックスして英会話が学べる、

双方向のやりとりのある授業だと感じました。僕自身、English for Legal Purposes の授業はとても楽しく、イギリス法についてガ

ンガン学んでいく他の講義の間の気分転換になったし、生の英語に触れ、話すことができる魅力的な授業でした。 

講師の Jackie や研修参加者の仲間たちとの距離も自然と縮まる内容で、特に初回の授業では、近くの公園にでて自己紹

介を兼ねたゲームを行ったことで、とても緊張が和らぎました。生き残りを決めるゲームなどで、面白いゲームをしながら英語を

話すので、とても楽しく、熱中することができ、次第に積極的に発話することができるようになります。 

グループに分かれてキャンパス内外でのアンケートを取りや、2 人ずつになって、家の間取りを当てるゲームもありました。こ

の、キャンパス内外の外国人にアンケートを取るというのは、はじめはハードな感じでしたが、やってみたら意外となんとかなり

ましたし、その後アンケート結果を分析し、各グループで発表しましたが、しっかりと英語で考えることができました。それぞれ

のグループがユニークなアンケート、発表を行っていて面白かったです。また、家の間取りを当てるゲームでは、相手に背を

向けて英語で内容を正確に伝えて、二人の認識を一致させなければなりません。机の場所、窓、ベッドの場所など微妙なニュ

アンスを伝えるのが難しかったですが、一生懸命何とかして伝えようとしながら、楽しく行うことができました。 

また、この授業では、早期に、ノートの取り方、legal essay の書き方について教わります。特に legal essay は、法学研修を

行っていくうえで避けては通れないものなので、とても助けとなる授業でした。 S.O 

 

In support of the law lecture course and guest lectures, all students also take a legal English language class as a major 

part of the programme. In this article, I will tell you about this part of the experience. 

  I liked Language class the most of all the Cambridge classes. Language classes are small group classes, so it is easy to 

communicate with our teacher, Jackie and other students. It was very comfortable. In the class, various important 

topics were taken up, for example, how to write a legal essay. But two topics impressed me the most.  

  The first is presentation skills. In order to make the presentation, we had to decide the theme and ask native people 

about various questions we thought of. It was difficult to think of good questions and, moreover, I was so nervous about 

speaking to local people who I had never met before. However the people in Cambridge were so kind to us that 

eventually I became relaxed. After conducting our research, we analyzed the results and put it in order. It took a long 

time because the results differed a little between English people and Japanese people. It was tough to get the 

presentation ready, however it was good experience for me because I had never done one before.   

  The second topic that impressed me was a survival game. In this game, we are assigned some roles, for example the 

role of a teacher or doctor and so on. Then we debated about who should survive. My role was an English teacher. I 

enjoyed it and I got into my role. However an English teacher was 

found to be hopeless at surviving because she didn’t know any survival 

skills, however good she was at teaching. As the result, I died at an 

early stage. I think in this game the most important point to survive is 

to be able to explain why you should survive.  

  To sum up, the language class was not only fun for me, but I could 

also learn various practical skills through activities like presentations 

and games.                     Y.M 
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An Introduction to English Law 

 

■An Introduction to English Lawとは…？ 

An Introduction to English Law では主に English Law  System（通称 ELS）について、イギリスにおける EU 法の役割や論争

などをはじめとして、タイムリーなイギリスの法律問題について、その概要を学習します。講義の担当は English for Legal 

Purposes と同じく Jackie で、ビデオを用いた説明など様々な工夫を凝らしてくれるので、興味をもって受講できます。講義の

初めには前回の講義の復習の意味も込めた早挙手クイズが不定期に出され、通常、講義のおわりにまとめのレジュメが配ら

れます。学生に意見が求められることも頻繁にあるので、程よい緊張感を持って臨むことができます。各自が考え、そして発言

する。日本の大学の講義ではなかなか味わえませんので、是非積極的な姿勢で受講してみてはいかがでしょうか。 

□今年度 An Introduction to English Law で扱ったトピック 

Characteristics of English law 

 The origins of the English legal 

system         

Civil litigation  

Statute law             

The court system              

Legal professionals 

The criminal justice system                     

The jury system and lay 

adjudication 

The law of contract                     

Comparative contract law 

Case law              

EU law and EU institutions 

Access to justice and Legal Aid                   

Alternative dispute resolution 

Human rights                   

Current legal reform 

 

■An Introduction to English Lawの講義を受けると…？ 

事前学習として、日本で留学基礎講座Ｃを受けてから研修に行くので、ＩＥＬを受けることでさらにイギリスの法制度を深く理

解し、自分のものにすることができます。また講義では日本ではなかなか聞けないイギリスのタイムリーな法律問題なども紹介

されるので、日本の法制度とイギリスの制度を比較し、問題点を認識することで、法的な力を身につけることもできます。 

またこの講義では特に、聞こえてきた英語を頭の中で日本語に翻訳せず、英語のまま理解する力が身に付きます。英語オ

ンリーの授業をこなしていくうちにこの感覚が養われていくのが手に取るようにわかります。「英語を英語のまま理解する」という

感覚は、実際にケンブリッジに来ることで理解しやすくなるでしょう。 

■英会話が不安でも… 

英語のレベルについては心配はいりません。日本で受けている

留学基礎講座（特に C）の内容を基として授業が進められるので、

重要な単語や事項をおさえておけば理解しやすくなります。もしわ

からないことがあったとしても、Jackie や PA に質問すれば、丁寧に

教えてくれます。また、友人同士で議論するのも良いと思います。英

語が得意ではなく、予復習に時間がかかるかもしれませんが、友人

と分担して予復習をし、乗り越えることができます。 

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

 

自分がケンブリッジで、勉強する上で一番役に立ったのがこの講義です。この講義を聞いてイギリスの法制度の概要を理解

していることが、他の講義で勉強したことを整理する時に役立ったと感じています。これを聞くことで他の授業の復習になった

り、確認になったりしたので、とても感謝しています。そういう意味で、講義の中で一番大事だったと思うとともに、ケンブリッジ

での留学生活を送る上で、最も助けられた授業でありました。 

イギリスの法制度について日本のものと比較すると違う点が多く、なかでも裁判の進め方の違いは特に大きいと思いました。

イギリスの法制度では「効率性」が重視されます。これについて説明を受けた時はすぐにはわからず、なじみにくいものでした

が、勉強していくうちに、その重要性を感じました。イギリスでの犯罪の種類や数は多く、これを一つの裁判所ではまかなうこと

はできません。裁判を開いたとしても判決が出るまでに何年もかかってしまいます。そこで軽犯罪や重犯罪、裁判のやり方な

どによって裁判所の種類を分け、多種多様な犯罪や訴訟が解決されています。また市民を裁判に参加させ、一つの裁判に

参加する法曹の人の数を減らし、代わりに多くの裁判に分散させることによって、裁判の進行を早めることにもつなげています。

日本とイギリスの法制度は異なる点が多くありますが、それぞれの国にあった司法制度になっているのだと思いました。 

 Y.S 

The main lecture component of the Law Programme is called ‘An Introduction to English Law’. I took this course along 

with other students, so in this article I will give a brief outline of our experience in this class. 

   The content of this course went over the material we studied in 留学基礎講座 (Legal Studies Abroad preparation 

Course) C regarding an overview of various aspects of English law. If you study and review it, you can keep up with this 

class and will be able to improve your English skill. But, of course, you should study basic English law knowledge in 

Japan. 

   I think this class is therefore an easier part of the course when compared to other classes. In the guest lectures, for 

example, the lecturer focuses in detail on very specific areas in English law, which we have not studied as much in Japan.  

  But, that said, I don’t want to suggest that ‘An Introduction to English Law’ is an easy class. I often thought that if I 

studied more in Japan, I could understand more of the lecture material. So if you want to take part in the summer 

course, it is natural that you ought to improve your English skill. 

 Furthermore, I also thought I ought to have learned more about Japanese Law in Japan before coming to Cambridge. 

Our teacher often asked us to compare English law with Japanese law and if I knew the answer, I had to translate 

Japanese law into English and explain it.  

 Finally, I want to add that if you can’t keep up with this class, 

you shouldn’t hesitate to ask for help. Generally speaking, we are 

Japanese so we don’t know English law generally, and the 

teacher understands that and helps us.  

  This class is very interesting and can offer us new and useful 

knowledge. So I hope you’ll take part in Cambridge law course 

and participate actively in this class. 

 T.S  
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Guest Lecture 
 

■Guest Lectureとは…？ 

 “Guest Lecture”とは、実際にケンブリッジやオックスフォードで法学の講師をされている著名な専門家の方々から直接講義

を聞くことができるというもので、イギリス及びヨーロッパの法制度についてそれぞれの専門分野ごとに、日本ではまず受けるこ

とのできない、法学研修の参加者のみに許された極めて密度の高い内容に触れることができます。講義の前に必ず内容につ

いて書かれた紙とテーマについての資料が渡され、それに基づいて講義が進められます。この講義は参加型形式となってお

り、学生はいつでも疑問に思った点や分からない点について講師の方に尋ね、講義内容についての詳しい理解を深めること

ができます。 

□今年度の Guest Lecture で扱われたトピック 

Dr. Jens Scherpe 

Family law, matrimonial property 

and the importance of gender in law 

Dr. Matt Dyson 

Forms of laws, comparative criminal 

and tort law and product liability 

Dr. Paul Davies 

Introduction to trust law, freedom of 

contract and unjust enrichment 

 

■Guest Lectureを受けると…？ 

Guest Lecture では、語学力、特にリスニング力の向上に役立つことはもちろんのことですが、現代の欧州の法律における

重要論点の数々、それを読み解くために必要な膨大な予備知識についてより深く正確に学ぶことができ、それを通して既存

の知識からの応用による法的問題の解決を考える力や、法的思考力、さらにはこれからの法律のあるべき姿についての考え

に磨きをかけることができます。これらを身に着けておくことは将来において大きなアドバンテージが得られることになるでしょ

う。正直なところ、学ぶ内容の濃さとしては日本の大学の一般的な講義よりもかなり上であるように感じられますし、身につけら

れるものもそれだけ多いと思います。 

■英語力が不安でも… 

Guest Lecture を受ける上で、内容を理解できるかどうか、あるいは英語力に不安がある場合でも心配は不要です。講義内

容についての資料と解説が配られるため、それを参考にすることができますし、不明な点があった場合には講師にその都度

尋ねることができます。また、Guest Lecture の翌日の Law 

Seminar において前日の講義内容を必ず復習をしますの

で、理解できなかった点を確実に潰していくことができます。

また、友人と助け合って分からないところを補い合うこともも

ちろん可能です。決して楽な授業ではありませんが、進め

ていくうちにコツが分かってきますし、苦労する分理解した

時に得るものは多いはずです。真剣に向き合えば、必ず充

実した時間と確かな成果を手に入れられます。 

M.O  
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■Guest Lectureを受けた感想 

 

Guest Lecture では、普段とは別の講師の方が特別講義をしてくれます。ケンブリッジ法学研修中では日本の大学の法律

科目の講義のスタイルに一番近いものですが、とても難しく感じられました。私が Guest Lecture の中で印象に残ったのは、比

較法と家族法の講義です。Guest Lecture の中で一番最初に扱われたトピックが比較法で、その時の講師の方が、私達に事

あるごとに「日本ではどうなんだ？」と聞いてくるのが印象的でした。私は比較法を日本で勉強したことがないので、特に難しく

感じましたが、英国法と大陸法の違いはもちろん、同じ大陸法でも、フランス・ドイツと日本が異なるところを多々理解できまし

た。また、家族法の講義の中で、ヨーロッパの結婚離婚の財産分与や同性婚についての講義が行われた時は、結婚の制度

自体が日本人の認識と違うとこもあって、国と国との違いを知ることができ、とても面白く、印象に残っています。 

 この 2 つのトピックに関する講義を、日本の視点ではなくイギリス視点で聞けたことは、何よりケンブリッジに来た意味を実

感しました。講師の話はとてつもなくスピードが速く、正直その場では内容をほとんど理解することができませんでした。自分の

英語力にも自信がなかったため、最初はつらいものがありました。しかし友達、PA が分からなかった所を教えてくれ、次の日

の Law seminar での Jessica の詳しい説明のおかげで、なんとか毎日頑張ることができました。そうしてなんとか講義を聞いて

いくうちに、速くて内容の難しい英語でも少しずつ何を言っているのかわかるようになりました。予習復習にとても時間を必要と

し、大変でしたが、Jessica の Law seminar とセットでこの研修で一番ためになる授業だったと、研修から帰ってきた今では感

じます。                                                                     S.A 

In addition to the ‘Introduction to English Legal System’ course and the language course, all students 

participated in a series of guest lectures. In this article, I will discuss what we did in these lectures. 

The guest lectures were the hardest classes for us. However, they were also the most interesting because students 

can feel like they have become a real Cambridge student during these classes.  

This year, we were given 10 guest lectures by three different professors. All topics of the guest lectures, such as 

comparative law, trust law and family law, were very new to me. Actually, it was quite difficult to study unfamiliar 

area in English, but it was very exciting at the same time. Among all those classes, I liked the family law lecture by 

Dr.Scherpe the best. Since family law differs in every country, first we analysed the differences and found the 

disadvantages in each. I felt some of them were not good law. However, what I was impressed by was his 

statement that each law has to be respected because those different laws were made through the culture of each 

country. The other professors similarly helped me to discover new things and obtain new ways of thinking.  

However, the guest lectures were a real challenge. The lecturers speak so fast that, to be honest, I lost confidence 

in my English ability during the first week. Even though I prepared for the lecture by reading the outlines written 

by the professor, it was quite difficult for us to acquire all the information discussed during these interesting 

classes.  Fortunately, those professors were very kind in answering questions for us. They gave us a time to ask 

questions both in class and after class. Moreover, they told us that we could tell them to speak more slowly when 

we felt it was too fast. 

  Overall, it was a special experience to be able to attend the guest lectures by those wonderful professors. 

S.E 
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Law Seminar 
 

■Law Seminarとは…？ 

Guest Lecture の内容が複雑でわからなかった、聞き取れないところがあった、このような問題を解消するのが Law Seminar

です。Law Seminar は今年度から始まった新しい講義で、Jesicca の指導の下に行われました。研修メンバーを 2 つのグルー

プに分けて行われます。内容は、Guest Lecture の復習に重点が置かれています。学生が前日の Guest Lecture でわからな

かったことや気になったことを先生に質問をしていくといった形で進められます。 

先生が指名し、ひとりひとり発言していきます。自分の疑問点を挙げるも、前の人の発言に対してコメントするも、Guest 

Lecture で取り扱った法律に対するコメントをするもよしで、関係する内容であれば基本的に何を言っても構いません。もちろ

ん直近の Guest Lecture の内容だけでなく、数回前の内容で疑問点が浮かんだ場合でもそのことを質問できます。 

 

■Law Seminarを受けると…？ 

ほかの人の意見や質問を聞いていく中で、全く気付かなかった問題点や新しい考え方に気づかされます。また Jesicca が、

とりあげられた問題点についてのヒントをくれるのでより深い理解につながります。また、たまに日本との比較をするために学生

に日本の法律や文化について尋ねてきます。そういったときに日本で勉強してきた知識が生かされました。 

この講義を通してイギリス法の深い理解とともに文化背景などを知ることができました。また試験にむけての勉強の土台にも

なりとても充実した授業でした。 

 

■英会話が不安でも・・・？ 

授業では先生が指名し、ひとりひとり発言してい

きます。準備として自分なりに Guest Lecture の内

容をまとめ問題点や疑問点を見つけていくことが

大事になります。準備は大変ですが、学生同士で

助け合うことでよりよいものにしていきました。 

英語で自分の考えを伝えるということは大変で

すが Jesicca がフォローしてくれるので文法がめち

ゃくちゃでも、単語がわからなくても身振り手振りを

使ってとにかく伝えようとすれば、内容を汲み取っ

てくれます。 

 

 

 

 

M.Y 
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■Law Seminarを受けての感想 

Law Seminar は、前日の Guest Lecture の内容の理解を深めるための講義です。Guest Lecture の内容に関して自分の

意見を述べた際、その意見に対して、担当講師の Jesicca の意見やイギリス社会の常識を教えてもらうこともできる

ので、より深く、幅広い理解につながりました。 

一人一つは必ず質問をします。逃げることは許されません。しかし、学生にとって非常に重要な助けとなります。Law 

Seminar がなければ Guest Lecture ついていけなかったという人がほとんどです。Jesicca はとても親切に教えてくれるので、こ

の授業までに、Guest Lecture で理解が不十分な箇所をきちんと把握しておきましょう。また、Guest Lecture でわからないまま、

Law Seminar まで疎かにしてしまうと、テスト直前になって大きな後悔をすることになります。 

私は不法行為法と刑法の講義を受けた時、暴行を加えようという意思があり、実害がなかった時に、狙われた被害者にお

金が払われないのは被害者にとって不利になるのではないかという疑問があったのですが、翌日の Law Seminar での質疑を

通じて、刑法とは再犯防止などを目的とした国家に対する法制度であり、不法行為法の場合のように私人の利害を考える必

要はないということが理解できました。 

Law Seminar を通して、他の学生の疑問点を聞くことで、思いがけず、自分の気付かなかった点や、わかってい

なかった点を認識できました。問題に対する解決方法が複数ある時、どの方法が良いかについて、自分の支持して

いる方法を、他の学生が支持しているとは限りません。どれにも納得がいかず、自分で考えた方法を言い、Jesicca

の意見を求める人もいました。この授業では、「間違った意見」というものがありません。これらを聞くことによ

って、一つのトピックについていろんな角度からの視野をもって理解することができました。これは Law 

Seminar がディスカッション形式であるからこそ味わえるものです。意見を交わしあうことによって、とても有意

義に勉強を進めることができると思います。 R.S 

The Law Seminars are designed for revising the previous day’s Guest Lecture . Here, I will describe a little bit about 

how they work.  

 The teacher of this class was called Jessica, an American woman. She is very smart and helpful. Jessica conducted 

the class in a discussion format and she helped us a lot in her class by asking and answering questions. I think that 

our questions did not make sense sometimes. However, Jessica always tried to get what we wanted to say. In 

addition, when we could not understand what she said, she explained again and again. For that reason, I was 

always looking forward to coming to her class. 

  My initial impression of the class was that it was quite difficult, because the Guest Lectures were not easy to 

understand every time. But through her class, I was able to get a lot of knowledge of English law. 

  My best memory of her class was studying family law. When people get divorced, there are various systems in the 

world. It is not easy to divide property. Therefore we needed to think about what things in each case went to 

which party. Actually, one night, some students discussed about many cases of this throughout the night.  

N. Y 
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PA Discussion 
 

■PA Discussionとは…？ 

PA discussion では、2 人の PA（Emma と Vicki）が他の講義内で扱い切れなかったトピックや事例問題について討論します。

授業は研修参加者が２つにわかれ、１日おきに行われます。少人数のグループになり、“契約”や“殺人”などの事例について

1 人 1 人の意見を PA が聞いていく形です。この時間は、ＰＡが行う授業で、他の講義のような課題もなく、チョコレートを食べ

ながら、アットホームな感じで進みます。楽そうに聞こえるかもしれません。しかし、この“ケンブリッジ”法学研修はそんなに甘く

はありません。印象とは裏腹に、ＰＡたちが扱うトピックは難しく、大変でした。基本的に意見を言うときは、PA や他人と同じ考

え方は禁止です。早い者勝ちで、自分の考え方を示す必要があります。 

また、他の講義で理解できず、質問しそびれてしまったときなどは、ＰＡに聞くと、やさしく教えてくれます。２人も法学部の学

生なので、学生の目線で、躓きやすそうなところや、理解しにくいところを重点的に教えてくれます。 

研修の後半の PA discussion は、模擬裁判の準備のために使われました。 

 

□今年度 PA discussion で扱ったトピック 

・Jurisprudence ・Tort law ・Practical Application

 

■PA Discussionを受けると… 

ＰＡ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎが行われた回数は他の授業に比べると少ないですが、ＰＡ

たちの勉強量、知識、思考の深さなどを感じ取ることができます。世界最高峰

の大学の学生はこれくらいの勉強をしている、というのを感じることができます。 

少人数のグループに分かれて行われるので、日本でいう「個別授業」に似

た形態となっているため、大変、英語力が付きます。また、PA 自身の考え方

や法律の理解なども教えてくれます。そのため、通常の全体講義などに比べ

て、その日に扱った項目の理解度向上に繋がります。法学部生の私たちにと

って、とてもありがたくタメになる、魅力的な授業です。 

 

■大切なことは… 

一番大変なことは、PA との意思の疎通です。話す言語が英語なので、ある事件について考えている自分の見解や判決の

理由が、完璧には PA に伝わらず、そこでコミュニケーションギャップが生まれるときがあります。しかしなんとかして伝えましょう。

このときの PA の発言はなかなか厳しいこともあるので、こちら側はメンタルの強さがある程度必要なこともあります。 

そしてもう 1 つ挙げられるのは、イギリス法と日本法の考え方の違いです。私たちはこれまで日本法中心に勉強をしている

ので、どうしてもそれに基づいて事例を考えがちです。しかし、現地の方々は当然、イギリス法に基づいて思考を組み立てま

す。この壁が乗り越えるためには、PA discussion 以前の、他の講座をしっかりと受けることがとても大切です。 

 Y.C 
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Court Visit 
 

■Court Visitとは？ 

イギリスの裁判所の仕組みを教室で学んだあと

は、実際に裁判がどのように行われているかを学

ぶために裁判所に行きます。 

今年はほとんどの人が、ケンブリッジ市内にある

magistrate court（治安判事裁判所）に見学に行き

ました。裁判傍聴の際にどんなポイントを記録すれ

ばいいか、レポートにどのようにまとめるのかにつ

いては、事前に基礎的なことを学校の講義で教わ

ります。裁判所では、傍聴席に座って実際の裁判

の開廷から判決までを傍聴し、裁判所のレイアウト、

雰囲気、事件の内容などを記録します。また、裁判

が終わったあとは、PA が傍聴した裁判の内容を丁

寧に説明してくれました。 

 

■Court Visitを終えて 

私が傍聴したのは麻薬使用で前科がある男性

が車を盗み、その車を無免許で運転していたという

事件の裁判でした。英語で行われている裁判を傍

聴するので、どんな内容の裁判なのか理解するの

が難しく、その上、裁判所では私たちが普段授業

で聞いている英語よりはるかに速いスピードで会話が進んでいくので聞きとるのが本当に大変でした。しかし、裁判が終わっ

たあとに PA がどんな内容の裁判でどんな判決が下されたのかなど詳しく説明してくれるので

心配しなくて大丈夫です。聞き取れた単語をメモして、どこにどんな人が座っていたのかなど

を覚えておくと後で裁判の内容を理解しやすくなると思います。 

イギリスに行く前に日本の裁判所に傍聴に行って、日本とイギリスの裁判の違いを比べてみる

のも良いと思います。 

M.M 
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Case Presentation 
 

■Case Presentationとは…？ 

 Case Presentation は Jackie から与えられたいくつ

かの判例をグループごとに分かれて調べ、整理した

うえでプレゼンテーションを行うというものです。とりあ

げる判例は普段の講義内容に沿ったものなので、自

分たちで調べることで、また他のグループの発表を

聞くことでそれまでの講義内容の理解をさらに深める

ことができるという大変意義のあるものです。 

 

■Case Presentationのアドバイス 

 Case Presentation で扱う判例はもちろん日本のも

のではないし、参考文献等も英語なので難しいので

はないだろうかと思ってしまうかもしれませんが、不安になる必要はありません。上述したように、判例は普段の講義に沿ったも

のなので、事前学習や研修中で学んだことと照らし合わせて考えていくと事例を理解できるようになっています。 

 当然のことですが、プレゼンテーションなので自分だけでなく周りの人がわかりやすいように発表しなければなりません。パワ

ーポイントを上手に使ったグループや小道具を使って劇のような形式で発表したグループもありました。この講座はグループ

ワークを前提とするものなので当然ながら参加者の協力が必要不可欠です。仲間と一緒に協力してわかりやすいプレゼンテ

ーションを作り上げましょう。 

 

Y.I 
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Law Talk 
 

■Law Talkとは 

イギリスの法制度についてある程度理解してきた研修中盤時点で、実際にイギリスの法曹界で活躍されている現役弁護士

である Solicitor（ソリシタ）、 barrister（バリスタ）の方々に直接、講演していただくのが、この Law Talk です。 

今年度の Law Talk の内容としては、日本と英国と違う観点から、自分たちがどう働き、どう法曹界に関わっているかについ

てお話をきくことができました。また、学生側からの質問コーナーもあり、「現実に働いてみて、苦労した案件は？」「学生時代

は、今の職業に就くために何をしていたのか？」など、日本にいては到底聞けないことがたくさん聞けてとても有意義なものに

なりました。 

また、講演の途中で、Barrister の方が、実際に裁判中に使用しているコートとかつらを着用させていただきました。これまた

中々出来ない体験でした。 

講演を終えると、「イギリスの弁護士」という遠い存在が、とても近くなったような気がしました。異国の地でいろいろな初めての

体験をしましたが、その中でも特に印象深かったです。まさに「百聞は一見にしかず」という言葉を、体感できる授業です。  

 

 

 

 

■Law Talkを終えて 

自分は日本での法律の授業ですら苦戦していましたが、異国の地でただでさえ苦手な法律を外国語で学べるのかとても不

安でした。しかし、苦戦しながらも周りとの連携、PA のアドバイス．．．どれもが素晴らしく、最終的にレポートが書けるようにな

るまでになりました。その中でも特に印象的だったのがこの Law Talk です。今の英国の法曹界の「リアル」を知らない自分が、

思っていたこととの違いを知ることができとても有意義な授業になりました。皆さんももし機会があったら、弁護士の方にいろい

ろと質問してみてください。予め質問を準備しておきましょう！ 

S.N 
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Mock trial 
 

■Mock trialとは？ 

Mock trial とは、日本でいう模擬裁判のことです。ある架

空の事件について、法学研修参加者は、裁判官、検察官、

弁護士、被告人のみならず jury（陪審員）court artist（法廷

画家）など、多種多様の役割を全員で分担します。Mock 

trial は各々が役割に沿った主張を行い、まるで本物の裁

判のように（もちろん英語で）進行していきます。Mock trial

は法学研修の最後に行われ、イギリスの法制度の知識、ケ

ースプレゼンテーション、裁判傍聴やそれに対するレポート

作成など、今までの授業内容が全て活かされます。 

Mock trial では、事件概要と事件の当事者・関係者の主

張はあらかじめ与えられ、裁判の流れが大まかに説明されますが、事件の事実本番の流れは皆で作り上げることになります。

被告人が有罪となるか無罪となるかを決めるのは研修の参加者で、専任講師も PA も内容面には一切関わりません。Mock 

trial では日本と英国との裁判制度の違いをたびたび体験できます。皆さんもぜひ、実際に Cambridge に行ってみて、二つの

国の legal system の違いを実感し、手に汗握る攻防を実感してみてください。 

 

■Mock trialを実際に体験してみて 

私は今回、Senior Prosecution Council （主任検事）役を担当しました。その中で一番大変だったのが、被告人の罪をどう立

証していくかということでした。被告人と被害者の事実から、どのように法的なものを結びつけていくかにまず頭を悩ませました。

この難しさは日英共通といえるでしょう。しかし、今回は「英語」で罪を立証しなければなりません。 

また、裁判官や被告人を演じるのも、同じ研修参加者であったため、難しい法律英語をいかにわかりやすく、スムーズに伝

えるかということに力を置きました。 

次に、周りの人と協力して事件をどう解決していくかが、大変

な道のりでした。これは、検察側・弁護側双方の証人から様々

な証言を聞き、それを基に裁判を進めていくということを意味し

ています。Mock trial の準備期間では、毎晩のように検察側の

証人を集めて、被告人に不利な情報を見極め、弁護団側の反

対尋問に対する受け答えの確認などをしました。また、ほぼ毎

日検察側の会議を行い、被告人の罪をどう立証するか、弁護

側の反論をどう乗り切るかなど、実務さながらの話し合いを、裁

判２～３日前などは、夜遅くまで行いました。本当に事件が起
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きたわけではないのですが、その分、全員必死になって事

件が起きた時の様子、事件に至るまでの人間関係を演じて

いたと思います。僕は、その証言の中から事実と矛盾したと

ころを突いて、被告人の罪を立証することを心がけました。 

本番は、弁護側との攻防や予期せぬハプニングなどがあ

り、今年は弁護側も検察側もその場で思考し反対尋問や異

議申したてを行ったため、例年 1 時間程度で終わる模擬裁

判は、ケンブリッジ法学研修始まって以来最長となる 2 時間

もの長丁場となりました。 

最後は Jackie からも「実際の裁判に近い雰囲気で進んで

よかった」という評価をいただき、無事終えることができました。

とても緊張しましたが、終わった時は達成感が押し寄せてき

ました。僕は検察官志望なのですが、将来に向けてとても良

い経験となりました。 

皆さんもぜひケンブリッジ法学研修に参加して、一足早く

実務の世界を経験してみてください。 

D.M 

 

 

 

（コラム Examination） 

  

日程表をみて気付いた人もいるかもしれませんが、研修が終わる１週間前にはテストがあります。もちろん問題文も解答も英

語の論文形式です。でも、特に心配することはありません。テストの内容は授業で扱ったテーマから出ますし、テスト前に、解

答の書き方を Jackie が授業で親切丁寧に教えてくれます。「それでもやっぱりテストと聞くと不安！」という方のために、少しだ

け具体的な対策方法を教えます。 

 私たちの研修は、Jackie の English for Legal Purposes と An Introduction to English Law( IEL)、Guest Lecture、Law seminar、

PA Discussion の５本立てでした。テストはこのうち、①IEL、②Guest Lecture、③事例問題が出題範囲です。①と③に関しては、

答案の書き方から何から Jackie が抜群のわかりやすさで優しく教えてくれるので、授業を真面目に聞いていれば何もこわくは

ありません。②に関しては、たとえ Guest Lecture で聞き取れなくても、次の日の Law Seminar で Jessica に１人ずつ意見・感

想を必ず求められるので、聞き取る努力をする姿勢が自然と身に付きますし、日々自分で考えて授業に臨むことを怠らなけれ

ばテスト前に焦らなくて済みます。 

 たった２時間のテストです。なるようになります。  

S.K 
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Weekends 
 

 発狂したくなるほどの授業と宿題に追われる平日を乗り越えれば、待ちに待った休日がやってきます‼ここは法学研修に参

加しようと考えている皆さんも気になるところだと思います。 

 休日の過ごし方は人によってホントにバラバラでした。ここではいくつかのプランを紹介します。 

 

 

①グループでエジンバラへ 1泊旅行 

10 人を超える大所帯で極北のエジンバラへ 1 泊旅行!! 

PA の手助けによってホテルと電車を予約し出発! 

現地では少人数に分かれ各々行きたいところへ。行きは電車の乗り換えを寝過ごし

７時間かかり、帰りも遅延で２時間電車に閉じ込められて７時間ハプニング連続の超

長旅でした…笑 

 

 

②一日ロンドン 

イギリスと言えば首都ロンドン‼ケンブリッジから電車に乗って約 1 時間で到着! 

休日ロンドンへ通い続ける人や数回で満足する人も。 

併設するセント・パンクロス駅にはパリ行きの電車が走っているので要注意です‼

残念ながらホグワーツ特急は走っていません。悪しからず… 

 

 

③The Beatlesの聖地リバプールへ 

数人の Beatles 好きで聖地リバプールへ!エジンバラなみに遠い電車の旅でした… 

大きなハプニングもなくホテルに到着したら久しぶりにみるバスタブに感動 笑 

サッカーチームリバプールの本拠地でもありにぎわっていました. 

 

 

 

④お膝元ケンブリッジ 

最後はやはり生活の拠点ケンブリッジでしょう滞在も残りわずかとなるとせっせとケ

ンブリッジ内を散策する人であふれていました!ショッピングモールのようなものも

あり、日常品だけでなくお土産も買うことが出来ます‼ 

市場では見つけたときに買わないと次に行ったときは店がなくなってるなんてハプ

ニングも… 

K.S 
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How to Learn in Cambridge 
 

Q1、英国人とのコミュニケーションの機会はありますか？また、話す機会がある場合どのようなシチュエーションでどのくらい

の頻度でしょうか？ 

A1、最初から街に出て会話！というのはさすがに厳しいと思います。なので、まずは PA と会話をしてみることをおすすめし

ます。おすすめの店や授業の質問など、どんどん会話していきましょう。慣れてきたらケンブリッジの街に出て、買い物をす

るなり食事をするなりして現地の人と交流してみましょう。イギリスの人は基本フレンドリーなので、こちらから話していけば優

しく返してくれますよ！ 

 

Q2、語学力はどのくらい必要でしょうか？英語が苦手なのですがどうすればよいでしょうか？ 

A2、一言で言ってしまえば「努力次第」です。積極的に先生に話しかけていき、質問をし、何かを得たいという強い気持ちさ

えあれば多少の英語力はカバーできると思っています。後は、「失敗を恐れない」ということも重要です。文法ミス、スペ

ルミス、語彙力不足 etc あると思いますが、こちらが全力でいけばたとえ間違えたとしても優しく教えてくれますよ。積極

的に行動していきましょう！ 

 

Q3、英国法に関する知識がないのですが、授業についていけますか？また、授業はどのように受けるのがよいでしょうか？ 

A3、日本での留学基礎講座が非常に役立ちます。特に留学基礎講座 C は、イギリスの Legal System について学びますが、

そこで配布されるプリントはケンブリッジでも大いに役立ってくれるはずです！留学基礎 A・B はケンブリッジで学ぶ際の

基盤となる知識を学ぶことのできる授業なので、復習をしっかりして、研修に臨みましょう。また、現地での授業の受け方

ですが、Jackie が担当する An Introduction to English Law などでは講義の終わりに次回のレジュメが配られるので、そ

の日の夜にさらっと予習をしてみたり、わからない単語を調べるだけでも、次の講義に臨むときの能率はだいぶ違ってく

ると思います。 

 

Q4、研修において一番必要なものは何ですか？ 

A4、ずばり「積極性」と「協調性」です。現地では研修メンバーといっしょに行

動しがちですがそれでは英語力は伸びませんし日本にいる時と変わり

がありませんよね。現地で積極的に様々なことに挑戦してみてくださ

い！ 

    「協調性」ですが、ケンブリッジでは基本的にグループワークや班で行

動するため、周りの仲間と協力して物事を進めていかなければなりませ

ん。日々の生活も同様です。どちらもイギリスでの生活のみならず、日本

にいる時でも要求される能力だと思います。今のうちから身につけておきましょう！  

D.M 
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法学研修を終えて 
 

■一歩前へ 

私は３年生で法学研修に参加しました。自分の将来を考える際の一つの手掛かりとなればと思って臨みましたが、

今改めて振り返ると、研修中の経験すべてが、将来のことというよりも既に普段のさまざまな自分に影響している

ように感じます。 

法学研修は自ら充実させるものだと思います。講義内容は予想以上に難易度が高く、それをすべて満足にこなせ

るほど容易なものではありませんでした。レポートなどの課題、模擬裁判などは取り組み姿勢がその完成度を左右

します。例えばケーススタディなら、深い理解のためには事件概要だけでなく社会的背景まで考える必要がありま

す。研修前半の授業中は Jackie に単語だけでも言葉にし、他の人の発言にも注目しながら自分の考えを伝えよう

と努力しました。最初は大変で、その中でも「民主主義」や「エリート主義」に着目した議論の展開があったので

すが、考え方の整理として日本の裁判員制度とイギリスの陪審制を比較した場合、おおもとの制度の出発点となる

歴史的背景の差を感じさせられました。Jackie の講義ではこうした制度の出発点まで遡ったやり取りが頻繁に行わ

れ、その内容を注意して聞いていたおかげで気付くことができのだと思います。 

私は研修の自由時間に、日本に戻ってから自分の所属するゼミの課題発表の準備もかねて、グリニッジ天文台の

近くにある国立海洋博物館とリバプールにある海洋博物館の 2 つを訪れました。ゼミの発表目的にとどまらず、グ

リニッジ天文台に行くことで航海と時計の歴史の深い関係や、リバプールではイギリスの奴隷貿易などの負の歴史

も学ぶことが出来ました。研修プログラムの外にも学ぶものはたくさんあります。与えられたものに満足すること

なく学ぶものを見つけることでより充実した時間を過ごせると思います。 

研修中は積極的に行動するだけでなく、今の自分を見つめることも大切だと思います。現地に行くと、カルチャ

ーショックを受けたり、自分のやりたいことを改めて認識したりと参加者によって考えることは様々だと思います。

私が特に感じたのは PA の普段の勉強量の多さでした。ケンブリッジ大学の現役学生の知識の深さに触れることで

自分は勉強不足だという現状を認識することにつながりました。もともと国内外を問わない仕事をしてみたいと思

っていましたが、研修中に日本について尋ねられた時に答えられない場面では自分の知識不足を認識させられ、同

時に自分に対する次の課題を見出す良い機会となりました。 

語学力が不安でも、少しでもこの研修に行きたいと思うなら、行きたいという気持ちを大事にしてください。研

修参加の目的は各人各様と思いますが、私はせっかく法学研修に参加するのだから、国内法の基礎をある程度を勉

強した 3 年で参加することで講義内容を深く理解したいと思いました。高校生の時、オーストラリアでのホームス

テイ先で、相手の英語は次第に聞き取れるようになっても、語彙が不足して自分から話しかけられなかった経験か

らすれば、今回の研修は将来を考えるきっかけとなっただけでなく、今までの自分を一歩前に進めるものとなりま

した。振り返ると大変なこともありましたが、そんな時はいつも友達が手を差し伸べてくれたおかげで無事に研修

を終えることができました。 

自分に満足していない、何かを得たい、あるいは飛躍を求めたいという人は、この研修に参加すればきっと何か

見えてくるものがあるでしょう。 

K.K 
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■What I learned in Cambridge 

My life has changed dramatically this summer since I participated in the Cambridge summer programme. In this 

article, I will write why this short summer programme changed my life. 

 For the first reason, my ability was enhanced. Especially, my ability to take action. Because the programme lasts 

only one month, you have to motivate yourself. Otherwise you cannot get anything from Cambridge. Nothing will 

change unless you take action and it is only waste of time and money. Of course, I tried to take action and all 

members were also struggling and encouraging each other very hard, so they came back to Japan with something 

they got from Cambridge. This is because all of us had a strong sprit to take action. So I strongly recommend you 

to take action from yourself if you want to spend a good time in Cambridge.  

  However, not everything went smoothly from the beginning to the end. Sometimes we had difficulties with 

language and culture. But we were not alone. There were wonderful students and friends around us. If someone 

was having trouble, we helped each other very often. This is one of the strong point about going to Cambridge as a 

group of 34 . Also, the professors helped us. (As an aside, let me note that Cambridge’s professors are the best in 

the world. The knowledge they taught us was beneficial and valuable. The learning environment was excellent.)  

 For the second reason, my point of view has changed. Before I went to Cambridge, my dream was to work in the 

world, but now I want to work in Japan and want to change the evaluation of it. Generally, after you go to 

Cambridge, you would probably like to work in the world. For me, this is not the case. I had a good chance to look 

Japan objectively. And I thought although Japan is a wonderful country, there are many points to improve. For 

example, if you compare the airport system of U.K and Japan, U.K is much superior than Japan and Japan 

definitely has to improve this system to compete in the world. Japan has the possibility to be a much stronger 

world leading country. This is the reason why I want to work in Japan, and this summer programme gave me a 

chance to look at Japan objectively. 

 I had no anxiety about going to Cambridge because I had a clear goal and had confidence to achieve that goal. So 

if you are thinking to go to Cambridge next year, make a goal. It is a 

very important thing when you do something big. And I hope this 

article will get you thinking about next summer. I can promise you that 

it will be a best summer in your life.   

  T.N 
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英語対談～Messages for future participants～ 
 

TS and CS interviewed the professors of 留学基礎講座(Legal Studies Abroad preparation Course, LSAC) 

 A, B and C. 

 

■Interview with Mr. James Sharp (Mr. JS), who is the teacher of LSAC-A class. 

TS: If students take part in this course, is it necessary to have a good TOEIC score? 

Mr. JS: Students need some English ability but a very high score is not essential. Professors discuss high level 

academic topics, but Meiji students are good at group work, and they work hard to assist each other taking 

classes. Cambridge students also offer support. 

CS: In Cambridge, I wasn’t able to just focus on the class. I wanted to go shopping or travelling and to know the UK 

more. What do you think about? 

Mr. JS: Some people have never been to foreign country, so they are eager to test themselves in a new 

environment. Other people want to learn about England as well as study law. Other people are thinking about how 

to prepare for their future as global citizens. Everyone has different motivations for participating in the 

programme. I think each person should balance study with these other priorities. 

TS: What is the purpose of LSAC-A class? 

Mr. JS: First-year students don’t have much experience of taking classes which use only English. I want to motivate 

them to speak up in class, and participate actively in group-work. The class also introduces some features of 

common law systems, and the vocabulary and phrases necessary to talk about these topics in English. 

CS: What do you think future participants should do at the University of Cambridge? 

Mr. JS: In Cambridge, it is easy to waste time because everyone naturally feels shy, nervous etc. It is important to 

break through this feeling and attempt to achieve your goals from day one. 

CS: What do you think future participants should try to do before they go? 

Mr. JS: Develop a positive attitude. Students can benefit from Cambridge most if they have  the willingness to start 

conversations with teachers or PAs, speak up in class and ask questions. A little bravery is essential in life! I also 

hope participants will keep an open mind. No doubt participants will change their view of themselves and refine 

their future goals thanks to this experience. I’m looking forward to seeing students on the Cambridge law 

programme! 

 

■ Interview with Mr. Lawrence Repeta (Mr. LR), who is the teacher of LSAC-B class. 

CS: What do you expect students to do before attend the programme? 

Mr. LR: Participation in the Cambridge programme is a uniquely valuable experience for all students. All students 
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should be prepared to take photos, keep a journal of their thoughts and experiences and reflect on British and 

European history and society. 

CS: What do you hope students learn from your class before the programme? 

Mr. LR: Our class is focused on helping students to acquire fundamental English legal vocabulary, understanding of 

legal concepts, and a sense of some of the differences between Japan's legal system and the common law system. 

CS: What do you hope students achieve through the programme? 

Mr. LR: I believe the programme is an important stepping stone to future study.  My hope is that students will feel 

some of the excitement of comparative legal study and the desire to build on their achievements in this course 

with continued study. I sincerely hope that students will develop interesting careers that involve work on 

transnational legal issues. 

 

■Interview with Mr. Teruhisa Komuro (Mr.TK), who is the teacher of LSAC-C class. 

CS: Why did Meiji make this programme? 

Mr.TK: We launched this programme in order to promote global human resources development. I believe it is very 

important for Meiji students to prepare to study or work abroad after their graduation. So we give our students an 

opportunity to have an experience to live and study abroad for a short term as a first step. 

CS: What is the attractive point of this course? 

Mr.TK: First, as you know, the University of Cambridge is one of the most prestigious universities in the world. In 

Cambridge an academic atmosphere prevails all over the city. Generally it is not easy for Japanese students to 

participate in the course of the university even for a short period. So this course offers the participants a good 

chance to taste a college life and study at the University of Cambridge. Secondly, this programme gives the 

participants an opportunity to study law in that country in addition to improve their English skills. I believe these 

are the most attractive points of this course. 

CS: What do you expect to Meiji students achieve through this programme? 

Mr. TK: I would like to emphasize two aspects. First, I expect that the participants will study and understand a wide 

area of English law. Secondly, I am expecting that the students will improve their English ability, not only to speak 

fluently but also to understand a different culture in the UK. A cross-cultural understanding is very important for 

younger generations. 

TS: Please give a piece of advice to future participants. 

Mr. TK: Participants must be tough to survive in a different culture. They ought to have an ambition and goal to 

achieve whatever it is. A team-oriented spirit is necessary for the success of this programme. We are seeking 

students who are tough, or who want to be tough to be active in the globalised world. 
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参加希望者の皆さんへ 

法学研修参加者にアンケートをとって、どんな事前準備をすればいいのかまとめました。ご参考に！ 

■持っていくとよいもの 

○通信機器 

パソコンは Jackie からのメール、授業の予復習のための情報収集ツールとして使うため必須です。LAN ケーブルを用意す

れば有線プラグがあるので利用できます。無線も通っていますが、自室の場所によって速度に差があるので、パソコンを使う

なら有線必須です。部屋にコンセントが少ない場合もあるので、電源タップや延長コードを持ていくと便利でしょう。変換プラグ

も忘れずに。現地で友達と連絡を取るための携帯電話も、学校で推奨するものか現地の物を契約しておくと便利です。プリペ

イドの物など種類も豊富なので調査必須。 

○勉強道具  

なんといっても電子辞書。無いと学習の死活問題に…。留学基礎講座で使ったプリントもあると重宝します！ 

○運動具 ・その他 

カレッジの近くには広大な公園と本格的で長時間開いているジムがあるので、一式そろえていくと適度に運動が楽しめます。 

 ○食品類 

「日本食が恋しくなる！」なんて人は持っていくことをお勧めます。特にお米や味噌汁は持って行って良かったという声が多

いです。イギリスの麺はあまり信用できないので、日本からカップ麺を持っていくものいいかも。 

・調味料 ⇒ 現地の食事は味が薄い or 無いので、醤油などを持っていくと日々の食事がはかどります。 

・食器   ⇒ 箸・コップ・スプーン・フォークは用意しておくべきです。何度も使える方が便利。 

○その他 

電車の中や課外時など、暇な時間どうしよう…と言う人には何かしら暇をつぶせる道具も持っていくと良いです。本やゲー

ムを持ってきた参加者もいました。現地にある妙なカードゲームも、みんなで遊ぶと意外とはまります。 

 

■生活用品 

基本的にスーパーなどで生活用品一式を現地で調達できます。ティッシュ、洗剤、シャンプー、ドライヤーなど、必ずしも日本

から持っていく必要はないと思います。ただし、バスマットや歯ブラシ、綿棒、洗濯ネットは現地と仕様が異なる・現地に無いの

で日本から持っていく方が良いです。寮内では、部屋を移動する際サンダルがあると便利なので日本から持参しましょう。 

 

■現地の気候、服装 

研修中のイギリスの温度は最高１８℃～２２℃／最低１３℃～１０℃で、日本(東京)での４・５月の気温に近いです。参加者は

シャツ＋羽織るもの(現地購入のパーカーなど)と言うスタイルが主流でした。日の当たらない朝晩は肌寒いですが、昼間は日

の光が暖かく、一方で涼しい風も吹いていて過ごしやすいです。ちなみに夏期研修の時期の日没は午後８時ごろと遅いので、

活動時間は自然と長くなります。 
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■イギリスの街並みについて 

○お酒・タバコ 

パブやバーはたくさんあるので飲む場所には困りませんが、日本と違い日を跨いでの営業はありません。年齢証明としてパ

スポートを使いましょう。タバコについては、現地ではとても高い値段でしか買うことができません。 

○交通 

Cambridge 駅からいろいろな所へ行けます。駅へはバスが便利です(憧れの二段バス！)。4 人以上の集団で行けば格安

でケンブリッジ・ロンドン市内で使える一日乗車券が手に入ります！鉄道会社のインフォメーションは日曜日完全にお休みな

ので、情報収集は事前にしておくとよいです。 

 

■お金 

所持金について、金額は人それぞれですが、平均すると 20 万前後でした。 

クレジットカードと現金をどちらも持っていくべきです。ＰＡが用意してくれる企画はほぼ現金払いですが、ネット予約の時は

クレジットカードで支払います。なお、クレジットカードはビザかマスターを持っていけば大丈夫です。また、キャッシュパスポー

トを持っていけば現地でどこでもお金をおろすことができますし、日本からお金を振り込んでもらうこともできるので便利です。 

 

■法学研修前に知っておけばよかったこと 

・たいていのイベントは予約申込が必要で、現地に来る前に必要になるものもあります。 

・日本のような 24 時間営業のコンビニはありません。ケンブリッジではほとんどのお店が 18 時前には閉まります。 

・水道水は飲めません！ 沸かすか買うかの二択になりますが、多くの人は volvic 等の軟水を購入していました。 

・サービスへのチップなど、現地での常識はある程度知っておかないと嘲笑の対象に。不安なときは PA に聞きましょう。 

・普段、ヒールの靴を履いている人をほとんど見かけません。 

・男子はスーツ持参必須、女子はドレス/ワンピース持参必須、スーツは任意です。 

※フォーマルディナーではある程度フォーマルな格好が必要になります。ガチなドレスでなくて大丈夫ですが、カラーフォーマルくらいを目安にすると良いです（結

婚式の二次会的な感じ）。男子は革靴とスーツ、ネクタイ着用。また、模擬裁判で発言する役につくとスーツが必要になるので、女子は個人の判断で持っていくか決

めてください。模擬裁判の役は多いので、荷物がかさばりますが念のためでも持っていくことをお勧めします。 

 

■研修中の日常のハプニング、面白エピソード 

○部屋締め出し 

鍵はオートロックなので室内に残したまま外からロックをかけてしまう事案が多々発生。PA や清掃員が優しく(半ばあきれ気

味に)対応してくれます。常習犯は最終日その回数を讃えられて表彰されました。 

○キャッシュカード、吸い込まれて消滅 

駅構内の ATM を使おうと思い、カードを挿入したら突然バグって何故か出てこない。カードは吸い込まれたままに…。現地

では「あるある」らしく、日本語のできる先生に緊急で対応してもらったりします。 

 

研修にハプニングはつきものです。しかしこうしたハプニングがあっても、周りの PA や先生方、スタッフは丁寧に対応してく

れます。彼らの支えがあったから、こうして笑い話になっている訳です！                                                                                                    R.Y 
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研修概要 
 

【２０１３年度研修実施概要】 

■期間 

２０１３年８月１３日（火）～９月１１日（水） ２８泊３０日 

 

■参加人数 

３４名 

 

■宿泊先 

Cambridge University, Corpus Christi College 

（http://www.corpus.cam.ac.uk/） 

 

■研修参加費 

￥６９０，０００（Corpus Christi College のカフェテリアでの食事で利用できるミールカード￡１００分が支給され、そのカードの

定額分を超える食費については各自自己負担。） 

 

■単位認定 

法学部生：帰国後、「留学関係科目Ａ～ＥⅠ・Ⅱ」として２単位を認定 

 

【研修参加にあたっての応募方法等について】 

 

■応募資格 

・本学学部の２～４年生（２０１３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２０１３年度に履修するか、またはすでに履修済みであること 

 

■応募から研修出発までの流れ 

２０１３年１月２１日（月）～４月１０日（水） 応募受付期間 

４月１３日（土） 日本語・英語での面接および書類審査による選考 

１５日（月） 選考結果発表 

６月 １日（土） TOEIC IP テスト 

５～７月にかけて数回の国際教育センターおよび法学部主催オリエンテーション 

８月１３日（火） 出発 

http://www.corpus.cam.ac.uk/about-courpus
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編集後記 
 

■編集委員 

3年: 小林 香子 

 報告書の全体構成を担当しました。予想以上に大変でしたが、編集委員になり、この法学研修は、たくさんの人の支えがあ

ってものだということに気付くことが出来ました。関係者の皆様に感謝すると共に、この報告書が少しでも法学研修参加者の役

に立つものとなってほしいです。 

 

2年: 坂井 杏子 

 休日及び感想を担当しました。英語での感想など参加者のみなさんのご協力があり完成にたどり着けました。ありがとうござ

いました。この報告書が来年度以降の参加者に少しでも役立てれば幸いです。 

 

2年: 鈴木 千明 

 編集委員会の話し合いで報告書の内容を決め、記事を依頼しました。来年に役立てていただければと思います。みなさん

の協力のおかげで完成しました。本当にありがとうございました。 

 

2年: 中村 利沙子 

 現地の先生からメッセージ頂く担当をしました。英語でメッセージの依頼をするのに苦労しましたが良い経験になりました。こ

の報告書が研修の手助けになれば幸いです。 

 

2年: 峰木 一紀 

 バラバラになっている情報を見つけ出し、一つにまとめるのに苦労しました。読む人にとって、分かり易いものになっていると

嬉しいです。この報告書が、研修にチャレンジするきっかけになってくれることを、期待します。 

 

 

Photographs 

 川上 翼 

 

 

Special Thanks 

 Mr. James P Sharp 
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