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法学部� �� 一� 

 

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

を行っています。 

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

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

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

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

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

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

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

ラムアシスタントを務める現地の法学部生と交流することができます。 

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

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

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

る法学の授業を受講して欲しいと思います。 

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

ーバルな視点を培って将来に役立てることを期待しています。 

 

 

法学部�教授 �� �� 

 

 この報告書は、2018 年度ケンブリッジ大学夏期法学研修に参加した明治大学の学生全員が協力し

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、伝統と歴史を

体現するようなカレッジの学生寮での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、海外生活に対する不安や英語能力

への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、プロ

グラムアシスタント（ケンブリッジ大学の法学部生）との交流等、普段の学生生活では体験するこ

とがない経験を通じて、そのような不安も解消していったと思います。4 週間を終える頃には、人

と助けあうこと、自分とは違うもの（人、文化、習慣等）を理解しようとすることの大切さにも気

づいたと思います。 

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

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

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

と思います。皆さんのますますの飛躍を期待しています。  
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こんにちは！私たちは 2018 年度のケンブリッジ大学夏期法学研修の参加者です。 

私たちはこの研修を通じて、英国独自の法律や文化を学ぶだけではなく、現地の人達に支えて

もらいながら多くの刺激を肌で感じることで、人として大きく成長することが出来ました。その

ような経験をこの報告書で余すことなく伝えられたらと思います。 

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

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

いでしょうか。私たちの報告書が、そんな人たちの一歩前へ踏み出すきっかけになってくれたら

幸いです。 
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現地で行う授業は 1コマ 75 分で、主に「English for Legal Purposes」、「Introduction to English 

Law」と、様々な分野に精通した講師を招いて行われる「Guest Lectures」の 3 つに分かれていま

す。「English for Legal Purposes」は法律英語をゲーム等を通して楽しく学ぶコミュニケーショ

ン重視の授業で、「Introduction to English Law」は英国法の基礎を座学中心に学ぶ授業です。 

その他、「Guest Lectures」に付随する「PA Discussion」、このプログラム最大の醍醐味である

「Mock Trial(模擬裁判)」などが予定されています。もちろん、最後には研修の総括として「Exam(試

験)」も行われます。 

土・日は授業がなく、3 連休のある週もありました。それらを利用してロンドンやエディンバラ

に行くなど、それぞれ思い思いの休日を過ごすことができます。 

具体的な授業内容や休日の過ごし方は、後のページをご覧ください。 
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� ケンブリッジ大学の成り立ち 

1209 年、オックスフォード大学の学生が町の人々と対立し、逃れてきたケンブリッジで研究や教

育を始めたのがケンブリッジ大学の起源とされています。それから多くの王族や貴族の援助もあり、

今や世界大学ランキング 2 位（2018 年 9 月 Times Higher Education）に位置する、世界でも指折

りの名門大学の一つに発展しました。 

 

 

� ケンブリッジについて 

イングランド北東にあり、オックスフォードと 

並びイギリスの代表的な大学都市のケンブリッジ 

ですが、中世の建物が多数残っており、博物館な 

どの施設も多いことから、近年は観光地としても 

にぎわっています。また、ケンブリッジとは、「ケ 

ム川にかかる橋」という意味。市内を流れるケム 

川では、パンティング（舟遊び）を楽しむことが 

できます。 

 

ケム川にかかる「数学の橋」 

 

� 大学の制� 

ケンブリッジ大学はカレッジ制をとっています。カレッジとは、敷地内に教員と学生の寄宿舎・

食堂・講堂・図書館・礼拝堂・庭園などを持つ組織のこと。ケンブリッジ大学は全部で 31 のカレ

ッジから成り、学生たちはケンブリッジに点在するいずれかのカレッジに所属し、寮生活を送って

います。 
                
               ←コーパス・クリスティ・カレッジ 
                 
               トリニティ・カレッジ↓ 

 
 
 
 
 
 
 
         ↑キングス・カレッジ        
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私たちの研修は、ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ・カレッジに

て行われました。コーパス・クリスティ・カレッジは、全部で 31 あるカ

レッジの中で 6番目に古く、1352 年に創設された歴史あるカレッジです。 

 

コーパス・クリスティ・カレッジは町の中心部に位置し、目抜き通りで

あるキングス・パレードという通りを挟んで向かい側にはキングス・カレ

ッジがあります。他にも周囲にはクイーンズ・カレッジやトリニティ・カ

レッジがあり、その歴史ある建物や美しい景色を求めて、世界中から観光客が訪れていました。 

 

 

因みにコーパス・クリスティ・カレッジから町の南東に位置するケンブ

リッジ駅までは、徒歩で 30 分ほどかかります。お出掛けの際にはご注意

ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

カレッジの正門を抜けると最初に New Court が

見えてきます。正面のチャペルと共に見える景色

はとても美しく、荘厳な雰囲気を醸し出していま

した。 

 

 

 

 

 

 この他にもカレッジ内には様々な美しい場所があ

ります。また、PA に伝えれば、他のカレッジも案内

してくれることがあるので、皆さんも色々なカレッ

ジを巡り、歴史を感じてみてはいかがでしょうか。 

 
 



6 7

 

 

 ケンブリッジの街には、もし日本から持ってくるのを忘れたものがあっても、何でも揃うお店や、

ロンドンに引けを取らないくらい観光スポットがたくさんあります！ここではその一部を紹介し

たいと思います☆ 

 

� Sainsbury’s��イン��リー� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

� マーケット 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 � パブ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

まずケンブリッジに着いてPAに案内されるスー

パーが、この Sainsbury’s！ここは生活に必要

なものなら何でも揃えられるスーパーです。カ

レッジから徒歩で 5 分ほどの場所にあって授業

の合間や授業後に通う人も多くいました。日本

に帰ってからもこの名前を聞くと懐かしくなる

ほどお世話になるところです。 

カレッジから徒歩で 2 分くらいのところには、

大きなマーケットもあります。ここでは、ちょ

っとしたお昼ごはんや、ジュース、お菓子、野

菜などが買えます。しかも売っているものは日

替わりなので、毎日来ても飽きることはありま

せん！ただ、マーケットの閉店時間は午後 4 時

と少し早いため、休日に行くといいかもしれま

せん。 

イギリスといったらパブが有名ですよね☆ 私

たちが泊まった Corpus Christi College の近

くにも多くのパブが点在しています。その中で

もカレッジからすぐのところにある「The 

EAGLE」というパブは、DNA の二重螺旋構造を発

見したワトソンとクリックが議論していたと

いう、歴史あるパブです。日々の勉強の息抜き

に行ってみてはいかがでしょうか？ 
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� King’s College 

   

   

   

  

     

 

 

 

 

 

 

� カフェ 

 イギリスに来たらイングリッシュ・ブレック 

ファーストは食べておきたいですよね。もち 

ろん、ケンブリッジにも食べられるカフェが 

あります。授業のある平日には時間がないの 

で、ケンブリッジを観光する際の朝ごはんに 

おススメです。 

 

 

 � パンティング 

  ケンブリッジにはケム川という川が流れていて、 

  パンティングが盛んに行われています。 

パンティングとは、ボートのような「パント」 

という観光船で、陸上からは見ることができな 

いケンブリッジの街並みを見ることができる川  

下りのことです。自らボートを漕ぐ「セルフハイ  

ヤー」か、ガイドさんに漕いでもらう「ガイドツ  

アー」を選ぶことができます。 

日本ではなかなかできないことなので、いい経験  

になると思います☆ 

 

 

 

Corpus Christi College の近くにある大きな

カレッジがこの King’s College！このカレ

ッジ内にある King's College Chapel という

礼拝堂が最大の見どころで、休日平日を問わ

ず多くの観光客が訪れます。特に窓にはめら

れているステンドグラスや扇形の屋根の建築

様式は見ものです。 
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＜PA とは＞ 

ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ・カレッジに滞在している際に、勉強のサポートはもち

ろんのこと、ケンブリッジ市内の案内や授業後のアクティビティを催してくれたり、週末旅行の計

画を手伝ってくれたりする、ケンブリッジ大学の学生達のことです。毎年応募者を募り、ジェーム

ズ先生が選考をしてくださった、日本のことが大好きな人たちで構成されています。その中でも私

たちが特にお世話になった 3名の PA の方々を紹介したいと思います。 
                 
                

 

 

 

               

               

 

 

 

 

    

               

 

 

 

               

 

 

 

 

             

               

              

 

 

 

 

 

 

 

Omar オマール 
オマールはケンブリッジ大学キングス・カレッジで法律を学

んでいた学生です。口癖は「Lovely!」「Sweet!」。いつでも

いい匂いのする、とても優しいイギリス紳士です。日本のア

ニメや漫画やゲームが大好きです。授業でわからなかったこ

とや、オマールの言っている英語がわからない時は、簡単な

表現に変えて理解をうながしてくれます。 

Maggie マギー 
マギーはケンブリッジ大学ダウニング・カレッジで法律を学

んでいる台湾人の 2年生です。中学生の時に、辞書を片手に

イギリスに放りだされ、そこからイギリス暮らしをしている

というタフウーマンです。可愛い顔でズバッと一刀両断する、

はっきりした性格は、私たちの滞在中に就職先が決まってし

まうほどの優秀さと相まって、誰もが好きになります。 

Marika マリカ���� 
マリカはケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで法律を学

んでいる学生です。彼女は日本人とのハーフなので日本語が

理解できます。口癖は「Perfect!」。またトリニティ・カレッ

ジが誇る才女であり、とても優秀なため、ガウンを着て芝生

に入ること(芝生は原則教授しか踏み入ることが許されてい

ません)が許されています。ただ、歩くのがとても速いため、

Marika Speed についていけないと怒られます。 
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��rom Marika 

  That was the first time that I was a PA for the Meiji and Ritsumeikan program, and I enjoyed 
it very much! All of the students were so polite, friendly and hard-working, so it was a pleasure 

to teach them and organize events for them. I believe that all of the students gained valuable 

skills and experiences during their time in Cambridge. 

 On an academic level, students studied difficult subjects in a foreign language, and experienced 

the Cambridge teaching style of supervision/discussion groups. Outside the classroom, they 

travelled independently to places all over the UK, including London, Edinburgh, the Lake District 

and more. We experienced formal dinners in three different colleges. Many students also 

participated in PA activities, such as the Olympics, Ceilidh (Scottish country dancing), Zumba, 

croquet… I was so impressed by the students’ constant motivation and enthusiasm. 

 I would definitely recommend this program to other Japanese students; all of the students made 

new friend ships, and improved their English and their confidence so much－many shy students 

were completely transformed into confident and independent people. In short, I would say that 

this is a life-enriching program, which gives students an excellent taster of studying in the 

UK. 

��rom Maggie 

  The students developed in many ways over the program. Attending lectures taught in English 
and interacting daily with native English speakers really improved their English skills and their 

confidence in their ability to communicate in and outside the classroom. Over the courses of 

the program, the students also learnt to think more analytically and to critically examine the 

law. The mock trial was also a special experience for many of the students. While many students 

found the prospect of acting in a mock court nerve-wracking, they all did excellently. The 

barristers developed unique and effective advocacy styles; the witnesses were well prepared for 

cross examination; the jury was engaged; and the court staff ensure the trial run smoothly. I 

think the students were grateful for the experience as it pushed then out of their comfort zones 

and allowed them to excel in new ways! 

��rom Omar 

  Hi! My name is Omar and I am one of the PAs who helped with the Meiji/Ritsumeikan Cambridge 

summer program this year. This was one of my favorite experiences. The Meiji and Ritsumeikan 

students I met this summer were some of the nicest people I have ever met! I was very lucky. 

They were excited to study hard and learn new things, and they did very well as a result! They 

taught me a lot of things about Japan! I left the program with many new friends. I would definitely 

recommend this program to students next year: they will learn a lot, have new experiences and 

make many new friends! 
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留学中はキャンパス内の寮に泊まります。寮はいくつかの棟に分かれていて、1 人ずつ部屋が割

り当てられます。部屋割りはランダムなので、どんな部屋になるかは行ってからのお楽しみ…。棟

によって部屋の雰囲気がガラリと変わるので、友達の部屋にお邪魔するのも楽しいです！ 
 
■ 部屋について 

部屋の大きさや雰囲気、間取りは本当に部屋によってまち

まちです。棚が沢山ある部屋、ベッドが 2つある部屋、広い

部屋、コンパクトな部屋など…。どの部屋にも共通して言え

ることは、大きな机があること！普段は、ここでケンブリッ

ジ大学の学生が勉強していると思うと、勉強もはかどります

ね！そして、窓からはキングス・カレッジが見え、素晴らし

い眺めです。 
■ 鍵について 

鍵はオートロックの部屋と、内側から施錠するタイプの部屋と 2 種類あ

ります。毎年、鍵を部屋に置き忘れ、閉め出されてしまう人がいるので鍵

の取り扱いには注意してください。キーリールを活用するなど常に鍵を携

帯することをオススメします。 
 
 
 
 

 
■ 共用スペースについて 
棟ごとに、共同して利用できるキッチン、シャワー室、トイレがあります。部屋にシャワー、ト

イレがない人は、この共用スペースのシャワー室、トイレを使うことになります。キッチンには冷

蔵庫、オーブン、電子レンジ、ポットがあり自由に使えます。また、キッチンは憩いの場にもなり、

よく同じ棟の友達同士で集まって食事もしました！ 
 
■ シャワー、トイレ�きの部屋について 

なかには部屋の中にシャワー、トイレがついている部屋もあります。

数が限られていますが、自由に使うことができるため、1 か月間の生

活を考えると便利かもしれませんね。 
 

はじめての寮生活、初めは不安だらけでしたが、かけがえのない思い出になりました。ぜひ仲間

と協力して充実した寮生活を送って下さい(^▽^) 
 

窓からの風景 

大きな机 

キッチンの様子
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■ �ッ�ンガム宮殿����������� ������� 

イギリス王室の正式な居住地であり、公務を

執り行う場所でもあります。女王がスコットラ

ンドを訪問する毎年 8・9 月には、通常国賓を

招待したり会見したりする際に使用される 19

室が一般公開されています。また宮殿前で行わ

れる衛兵交代式も見学することができます。 
 

■ ロンドン・アイ������� ���� 

テムズ河沿岸にそびえたつロンドン・アイは

高さ 135ｍある観覧車です。2018 年現在でもヨ

ーロッパ最大を誇り、１つのカプセルで 25 人を

収容することができ、ガラス張りのつくりをし

ているので、ロンドンの街並みを 360°見渡すこ

とができます。 

 
■ 大�博物館���� ������� ������� 

世界最大の博物館の 1つで、ロゼッタストーン 

やモアイ像をはじめとした、古今東西の美術品や 

書籍や略奪品など約 800 万点が収蔵されています。 

常設展だけでも 1日ですべてを見るのは不可能な 

ので、あらかじめ見たいものをピックアップして 

いくことをお勧めします。 
 
 
■ グリニッジ�天文台������ ����������� ���������� 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                          

 

ロンドン市街地から電車で 20 分程行ったところに

グリニッジの街はあります。多くの人はグリニッジと

聞いて経度 0 度を思い浮かべるのではないでしょう

か。この天文台の中庭には本初子午線が引いてあるの

で、線をまたいで立つと、片足は東半球、もう片方は

西半球に置かれていることになります。またグリニッ

ジの街は郊外にあるせいか、日本人は私しかいなかっ

た気がします。 
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私は友人とサウスケンジントンに行きました。鉄道のストライキがあったのですが、路線図とア

ナウンスに注意することで、無事、辿り着くことができました！路線図は旅行に必須です。 
 

■ ��クト�ア�ア��ート��ージア���������� ��� A����� �����m� 
現代美術・各国の古美術・工芸・デザインなど多岐にわた

る 400 万点にのぼる収蔵品を有する、入場無料の国立博物館

で写真撮影可です。貴族の生活を伺い

知ることのできる展示などがあり、豪

華な内装の部屋や家具、服が見られま

す。特に、「お姫様ベッド」は必見！東

洋コレクションには、日本についての展示があります。日本の「KAWAII」

の展示は一見の価値ありです。全体的に豪華な展示が多かったです。 
 

■ 中華料理屋 
お昼はロンドン自然史博物館の近くにある、レストランが立ち並んでいるところに行きました。 

私たちは日本食っぽい食べ物を求めて中華料理屋さんに入りました。私は THE 炒飯というかんじの

炒飯を食べられて満足でしたが、焼きそばを頼んだ友人は、焼うどんっぽい物体に大苦戦。いかに

も中国の方が経営する中華料理屋さんで楽しかったので、みなさんも、ぜひ観光客向けではないお

店にも入ってみてはどうですか？ 
 

■ ロンドン自然史博物館�������� H������ �����m� 
ロンドンの大英博物館から独立してできた、ロンドン自然

史博物館。入場無料で、人体や動物、自然、恐竜に関する展

示が楽しめます。機械仕掛けで動く恐竜には大興奮！この博

物館のある建物は、全長 205m の大きさを誇り、ロンドンを代

表するロマネスク様式の建物です。壁面のテラコッタ、内部

に飾られた絵、彫刻には動植物がモチーフに施され、建築物

や内装に興味がある人も博物館を楽しめます。 
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バースはケンブリッジから約 3 時間の場所にある歴史のある街です。2 世紀からローマ人による

公衆浴場によって栄えてきました。市街全体が世界遺産として登録されていることもあり、町並み

は美しくいつでもどこでもきれいな写真が撮れます。そこでバースの見どころをツアー形式で紹介

していきたいと思います。 

 

� バース・アビー����� ������ 

 バース・アビーはバース駅から 5分程度の地域と密着したアットホームな教会です。 

 入場料はお財布にやさしい 2ポンド！まずはここで心身を清めましょう。 

 

� ア�ンブリー・ルーム�・アンド・ファッション博物館��������� ����� ��� ������� ������� 

 バース・アビーから約 10 分のこの博物館は、かつて貴族の社交場として使われていました。 

 入館チケットは学割を使って、ローマン・バースのチケットがついたものを買いましょう。 

 地下のファッション博物館では貴族のドレスのレプリカを試着できます。 

 

� ローマン・バース������ ����� 

 バース・アビーのすぐ近くにあるローマン・バースはローマ帝国時代の公衆浴場の遺跡です。 

ここでは博物館のような形式でローマン・バースの歴史が学べます。 

温泉には入れませんが、温泉の水を飲むことはできます。しかし温泉には浸かりたいですよね。 

 

� サーメ・バース・スパ�������� ���� ���� 

 ローマン・バースから 5分程度の、イギリスでも数少ない温泉であるサーメ・バース・スパ。 

 イギリスの温泉は温水プールのような感覚で入るので、近くで水着を調達していきましょう。バ

ースの駅周辺のショッピングモールが活用できそうですね。 

 週末は2時間で66ポンド掛かりますが、3階の露天風呂から眺めるバースの景色と空は圧巻です。

ちなみにここで渡されるビーチサンダルは持ち帰れます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バース・アビー

ローマン・バース

サーメ・バース・スパ 
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� 世界��の街 エディンバラ 

週末の 3連休を利用して、私たちはスコットランド

の首都エディンバラに行ってきました！ブリテン島

の北に位置するため、気温が低く、夜は 10 度前後と

なるため、冬用のアウターが必要です。タータンチェ

ックが有名で、街の至る所にマフラーやポンチョが売

られていたので、現地で寒さ対策をしてもいいかもし

れません。また、皆さんの行く 8月には、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にぎわいま

す。街もその期間が一番盛り上がり、大通りの至る所

に大道芸人がいたり、夜は花火が上がったりします。

片道約 4時間程かかりますが、ケンブリッジやロンド

ンとはまた違う雰囲気の、バグパイプの音色が印象的

な歴史のある街並みを感じられるので、とてもおススメです！ 

 

� エディンバラ城 

旧市街中心にそびえたつキャッスルロックという岩

山に建つ、要塞の備えも持つお城です。大砲があったり

します。日本と異なり天守閣があるわけではなく、お城

の門をくぐっても建物が複数に分かれており、お城の中

にも街があるような感覚でした。高台からはエディンバ

ラの街を一望でき、その景色は圧巻でした。 

 

 

 

 

 

� ウイスキー博物館 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

エディンバラ城のすぐ近くにあるウイスキー博物館で

は、スコットランドの名物である、スコッチウイスキーの

歴史や作り方を樽型アトラクションに乗りながら学べた

り、ガイドが様々な種類のウイスキーを教えてくれ、最後

は試飲をすることもできます。樽を作る材木の種類で香り

が違うことなど、魅力を余すことなく教えてくれるので、

お酒好きはぜひ行きたい場所です！ 



14 15
 

 
2018 年度のプログラムでは、2回の週末と 1回の 3連休があり、合計 7日間イギリスを旅する時

間がありました。各地を回ってみると、不思議とイギリスではどこか懐かしく落ち着く風景に何度

も出会いました。もちろん日本にはない石畳とレンガ作りの家々からなる町並みも非常に美しく、

いつ見ても大きな感動を与えてくれます。Cambridge 以外での地元の人々とのささいな会話は、そ

の中に新たな発見がたくさんあり、同時に愉快でとても楽しいものでした。ここからは自分が訪れ

た 4つの地方都市について紹介します。 

 

�Ely � St.�ves� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Canterbury � �astings� 

カンタベリーは“カンタベリー物語”で有

名なイギリス国教会の総本山がある南部の町。

ケンブリッジからはロンドンのSt.Pancrasで

乗り換えて 2 時間半ほど。1130 年に創建され

た大聖堂は、その規模が非常に大きく、圧巻

の一言でした。日本語のガイドさんもいて解

説を聞けたのもよかったです。このカンタベ

リーの 1 つ先の駅は Dover でフランスとの海

の国境の町です。対岸の Calais まではフェリーを使って 1 時間ほどで、束の間のフランス旅行を

楽しんでいる友達もいました。ヘースティングスは平凡な港町ですが、Norman Conquest の遺跡が

あります。自分は歩き疲れたので、ビーチの船の影で 1時間ほど昼寝をしました。なんとここの海

岸は砂浜でなく石浜で、それが意外と歩きやすく、砂も気になりません。そのあとに、海辺の小さ

なシーフード料理のお店(Taylor’s)に入り、夕食をとりました。どんな料理か分からず、メニュ

ーをじーと見ていると、お店の人がゆっくりと丁寧に説明をしてくれたので、美味しい料理を頂く

ことができました。イギリスで海を見たい人には、近くの Brighton もおススメです。 

 

 

イーリーはケンブリッジから北へ 1 駅行った中規模の

町です。ここにある Ely Cathedral は荘厳な聖堂で、ガ

イド付きの高楼ツアーがとても興味深かったのを覚えて

います。このイーリーには、地域の宗教行政を管轄する

司教座が置かれ、当時の司教の許可を得て、Oxford から

移ってきた学者たちが開学した場所が今の Cambridge 大

学だそうです。セント・アイヴスはイーリーから少し北

へ行った、小さな田舎町です。川と建物の調和が美しく、

時間がゆっくり流れていて、ほっこりできる町でした。 
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������ ������ 
 

週末にはサッカー観戦もおススメ！！というのもイギリスはサッカーの母国として知られてい

るサッカー大国で、イギリスのサッカーリーグであるプレミアリーグは世界各国から名選手が集ま

る世界最高峰のリーグだからです。それでは、実際の現地の様子をお伝えします。 

 
広大なスタジアムの外観 

 
 
 
 
 
 
 

限定品の宝庫であるショップ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試合が始まると最高の盛り上がりを見せる 
 

写真はケンブリッジ市に到着してから 3日後に観戦した、プレミアリーグのチェルシー対アーセ

ナルの試合です。この試合は大熱戦となり、3対 2でホームのチェルシーが勝利しました。 

 

�準備にお�る��� 

・プレミアリーグのチケットは 1枚が万単位の価格であることがほとんどなので、早めの資金準備

をおススメします。 

・試合間近になってからでは、チケット確保は困難なため、日本にいるうちに予約をしてしまった

方が無難です。 

 

皆さん、週末はサッカー観戦で楽しんではいかがですか？ 
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プログラム 1週目の金曜日は、ロンドンにある国会議事堂と最高裁判所（Supreme Court）を訪

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後向かったのが最高裁判所です。裁判所の職員の 

方の説明を受けながら、いくつかの法廷を見学しました。 

イギリス国内の事件を扱う法廷のほかに、国外からの訴 

えを扱うという、国旗がずらりと掲げられた法廷もあり 

ました。また、判例集など、法律に関わる本がたくさん 

ある裁判所内の図書室も見せていただきました。 

                              ↑国会議事堂内部 

 こんな風に 1日の間に、イギリスの立法、司法を支える場所へ足を運べるなんて、得難い体験だ

ったと思います。イギリスの国会や裁判所はこうだけれど、そういえば日本はどうだっただろうと、

自国についても省みるきっかけになりました。ぜひ実際に訪ねて、積み重ねられた伝統や、精緻な

装飾がなされた重厚な建物が醸し出す空気を味わってみてほしいです。 

                        

最高裁判所入り口→ 

↓最高裁判所内の図書室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初に訪れた国会議事堂では、音声ガイダンスを借り

て内部を自由に見学。入ってすぐ出迎えてくれたステン

ドグラスは息をのむ美しさで、庶民院（House of 

Commons）、貴族院（House of Lords）とまわっていくと、

歴史を感じさせる見事な調度品が並んでいました。普段、

議員たちがここで議論を繰り広げているのかと考える

と、とても感動的でした。 
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 プログラムのなかには、普段の授業だけでなく、Court Visit といって裁判を傍聴する機会があ

ります。コーパス・クリスティ・カレッジから歩いて少しのところにある Magistrates’Court(治

安判事裁判所)と Crown Court(刑事法院)で、本物のイギリスの裁判を傍聴します。 

 

 イギリスの裁判は日本と違って検察がおらず、弁護士と弁護士で争います。また、Magistrates’ 

Court では裁判官ではなく、治安判事という一般の方が判決を決めたりなど、日本の裁判所・裁判

とは異なる点がたくさんあります。どこに座っているのがどういった人なのか分からないと裁判の

内容も分かりにくいと思うので、法廷の外に貼ってあるパネルで確認してから入るといいと思いま

す。Magistrates’Court では見られませんが、Crown Court ではモーツァルトのようなかつらをか

ぶった裁判官や弁護士の方を見ることができます。 

 

 実際裁判が始まると、人の一生を左右することもありますから、すごい緊張感に包まれます。事

前に PA にも何度も言われますが、絶対に寝てはいけません。裁判の内容はもちろん全て英語です

し、PA や先生方と違って、話すスピードも早く、きちんと聞いていてもわかりにくいと思います。

もちろん全て聞き取れるのが理想ですが、私も英語がすごく得意というわけではないので、少しし

か聞きとれませんでした。でも、裁判が終わった後に、一緒に聞いていた PA に聞くと分かりやす

く教えてくれるので、全てがわからなくても大丈夫です。私が傍聴したのは、スピード超過を 5回

もしてしまった男性と、他人の車で事故を起こしてしまった男性の裁判でした。 

 

 私は日本の裁判も傍聴したことがなかったので、初めての傍聴が英語ということで、とても緊張

していたのですが、PA や周りの友人に助けられて、なんとか理解することができました。英語で裁

判を傍聴できる機会はとても貴重なものでしたし、その後の授業を理解することにも役に立ちまし

た。 
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 ケンブリッジでの授業は大きく、Introduction to English Law、English for Legal Purposes、 

Guest Lectures の 3 つに分かれます。このページでは Introduction to English Law について紹介

します。 

 

� 授業内容 

Introduction to English Law の授業では、イギリス法の基本知識や歴史、EU 法、イギリスを取

り巻く法律問題などに関することを学びます。本年度は、Brexit 問題などが取り上げられました。

個々のイギリス法では、契約法と不法行為法について詳しく教わります。日本法には存在しない概

念も多くあり新鮮な気分で学べるでしょう。 

 

� 授業形式 

この授業は全ての学生が同時に参加します。Jackie 先

生がパワーポイントを使って教えて下さり、印刷したス

ライド集も配布されるので、理解しやすいでしょう。 

授業毎のキーポイントがまとめられた冊子が事前に配 

られるため、予習復習に役立ちます。  

 

各授業の冒頭では、前回または今までの授業のリマイ

ンドがあります。ミニゲーム形式で行われるため、前回までの授業内容を楽しく復習できます。事

例問題を寸劇で表現するというアクティビティもあり、退屈することはありません。 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                授業が行われるホール 
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 � 本�度参加�の� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

ジャッキーの授業は、毎回の授業で復習が求められますが、ただボーッと

して聞くタイプの授業ではなく、学生参加型なので、英語や法律の知識が

ついていくのを実感しつつ、楽しみながら学ぶことができます。 
                              K.K. 

この授業では、イギリスの法律がどのように構成されているのかや、どの

ように立法されているかなどを学びました。また、Jackie 先生が、授業中

に学生達が議論する場を設けてくださったので、自分達で考える癖がつい

て、とても良い授業でした。勿論、Jackie 先生や PA たちのサポートも厚

く、質問すると丁寧に教えてくれました。 

                             D.M. 

授業は分かりやすい英語で教えてくれるし、そこまで難易度は高くない。

留学前に英国法の予習復習や日本法との違いを知っておくと学習が捗る

と思います。 
                                 K.K. 

ジャッキーのイギリス法の授業で一番印象的だったのは、授業冒頭のクエ

スチョンです。クエスチョンの内容は前回習ったことを説明するというも

のでした。このクエスチョンは少々大変でしたが、とても楽しく復習がで

きました。 
                                      S.H.   

この授業では、ただでさえ馴染みのないイギリス法を、英語で学びます。

難しいと感じるかも知れませんが、今まで知らなかった制度や考え方に触

れて自分の世界を広げる良い機会になると思います。イギリスと日本は、

歴史や基本的な物の考え方など大きく異なりますが、どことなく似ている

部分も存在します。両国の法を比較して、共通点や相違点について、その

原因を考えてみるのも面白いでしょう。授業内容に限らず疑問に思ったこ

とは、ジャッキーや PA たちに積極的に質問することで、より充実した体

験が出来るはずです。 

                             Y.F. 
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■ English �or Legal Pur�oses とは� 

この授業は、参加者を半分に分け、15 人ずつで 1クラスとなり、授業を行います。担当の先生

は、Introduction to English Law と同じく Jackie 先生で、飽きがこないよう、Jackie 先生が

様々な工夫をしてくれました。例えば、なぞなぞであったり、言葉遊びや椅子取りゲームのよう

なものを毎回の授業の冒頭で企画してくれました。こういったもののおかげで、とても楽しく授

業が受けられました。 

 

次に、内容についてです。この授業では、英語で法律を学ぶ上で必要な、いわゆる法律英語や

英語での法律のエッセイ（論文）の書き方や語彙を学ぶことが出来ました。また、それ以外にも

日常生活で必要な英語や社会問題になっている言葉についても学べました。エッセイについては、

どれがフォーマルな英語か、もしフォーマルな英語でないとしたら、どう変えるべきかを学びま

した。こうしたスキルは、TOEIC などのライティングの試験でも役立つので、とても有意義な授

業でした。さらに、この授業で学んだ書式は、ゲストレクチャーを含む全科目の試験の答案を作

成するのに役立つので、とても重要です。 

   

また、この授業では、現在起きている社会問題にかかわるトピックやテーマについて、みんな

でディスカッションしたり、日本で問題となっている社会問題について、グループごとに簡単な

プレゼンをしたりしました。そのため、日本の時事問題について、研修前にもっと知っておくべ

きだったと思いました。この研修に参加し、PA たちや Jackie 先生などと話をすることで、海外

の人が日本や日本の抱える社会問題に対して抱いている印象や考えを知ることが出来て、とても

興味深かったです。 

   

さて、以下に、印象的だったり、重要だと思われる、主な授業を 3つ挙げていきたいと思いま

す。 

 

� 法律エッセイ、ソリューションエッセイ、ケースノートの書き方 

この授業では、法律のエッセイの書き方と、そこで使用するフォーマルな英語とそれと同義

のフォーマルではない英語を学びます。例えば、because はフォーマルではないため since で

書くべきであるといったようなことです。これは、日本においても、留学基礎講座などで英語

のレポート課題が課せられるときに役に立つものです。 

また、事例問題で解決策を提示するときのエッセイの書き方である、ソリューションエッセ

イの書き方についても学びます。これも、現地の試験の時に事例問題の答案の作成で使うもの

なので、とても重要です。 

そして、判例を読んだ後に、それを簡潔にノートにまとめるケースノートの書き方も学びま

す。このまとめ方を応用することで、事例問題において、どこに論点があるかを考えるのに役

に立つので、これも重要なものです。 

 

� ロールプレイング 

ロールプレイングと言われても想像できないかもしれませんが、これは、判例をもとに、そ

の事例について、自分が弁護士で、被害者に相談を受けたら、どうアドバイスするか、被害者

はどういうことを訴えてくるかを、2 人 1 組で、それぞれの役割を演じてみる、というもので

す。これは、いわゆるアクティブラーニングであり、日本にはないスタイルです。 

 

� 労働交渉 

この授業は、フランスで実際に起こった労働問題について、クラス半分は雇用者側、つまり、

会社側となり、もう半分は労働者側として労働交渉をするというものでした。 
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■ 英語力が不安な人も大丈夫です！ 

英語力に不安があると言う人もいると思いますが、そんなことは気にしなくても大丈夫です！

なぜなら、Jackie 先生が懇切丁寧に教えてくれるからです。それでも分からなかったとしても、

PA たちに聞けば、彼らも懇切丁寧に教えてくれます。だから、心配は要りません！！ 

       

 

 

■ Jackie 先生って�んな人� 

レクチャーをしてくださる Jacqueline Thomas 先生は、学生の 1ヶ月間の学習を実りあるもの

に導いてくれる最高の先生です。その明るさと学生思いなキャラクターで、みんなから大人気で

した。驚いたことに、プログラムが開始した数日後には、メンバー全員の顔と名前を完璧に覚え

ていてくれました！ 

授業で扱う問題について、学生全員に自由な回答を求めたり、学生同士で話し合う機会を作っ

たりと、先生と学生が密にコミュニケーションを取ることができる授業形式がとても素敵でした。 

プログラム最終日には先生との別れを悲しみ、大勢の学生が号泣。とはいうものの、先生は日

本にいらっしゃることもあるので、みんなまた、日本で再会できるのを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

2

熱心に教えてくださる Jackie 先生 こんな風に、懇切丁寧に教えてくださいます 
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■ �し��度の�い講義 
 ゲストレクチャーでは、専門の先生方から各テーマについて学ぶことが出来ます。分かりやすく初歩

から説明してくださるので、イギリスやヨーロッパの現状について興味深く聞かせていただきました。

ただ、普段授業を担当してくださるジャッキー先生に比べると、早口で話されるので、より注意深く聞

く必要があります。良いリスニングの練習になりますよ！ 
 
■ 重要な 3 テーマについての講義 
 プログラムでは、イギリス法や国際政治に深く関係する重要な 3 テーマについての講義をしてい

ただきました。「International Law（国際法）」、「Intellectual Property Law(知的財産法)」、そ

して「Family Law（家族法）」。各テーマの概要について簡単にご紹介します。 

 
「国際法」について学ぶこの講義では、国際連合（United 

Nations）の組織や規則についての知識を得ることが出来ます。

特に重要なのは「国際連合憲章（Charter of United Nations）」。

国際連合の設立目的である「平和（Peace）」をどう実現し、維持

していくのか。設立者たちの答えがそこに書かれています。 

 

「知的財産権（Intellectual Property Rights）」。現在、大き

な問題となっています。ポイントはそれぞれに異なる 3 つの権利

「商標権（Trademarks）」、「著作権（Copyrights）」そして「特許

権（Patents）」。インターネットによって、私達はいとも簡単に

様々な情報を得られるようになりました。それに伴い、他人の権

利を侵害してしまう危険性や、逆に自分の権利を侵害されてしま

う危険性も増しています。国境を越えた権利侵害にどう対応して

いくかを定めた国際法は存在するものの、各国とどう折り合いをつけていくかが課題…。 
これからの時代を生きるために有益な講義です。 
 

 フランス人が「結婚（Marriage）」の代わりに利用している「民事連

帯契約法（Civil Solidarity Pact 通称 PACS）」が一体どんなものであ

るかが分かります。イギリスでは「パートナーシップ（Civil 

Partnership）」として取り入れられ、実は同性愛の人々に初めて認め

られた「結婚と類似する法的権利を認める」制度。現在はイギリスで

も同性婚が認められています。この講義では、ジェンダーの問題と深

く関係する LGBTI についてや、離婚時の財産分与問題についても、よ

り自由で新しい視点を得ることが出来ます。 
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� Mock Trial 

 Mock Trial にはたくさんの役割があり、それらに応じた服装をして英語で模擬裁判をします。毎

年、ケンブリッジの研修に参加する学生は、模擬裁判に参加していますが、今年も例年通り、プロ

グラムの最後に行われました。模擬裁判は、法学部で学んだ法的な技術や知識を実際に使うことが

でき、裁判官や警察、弁護士、証人、陪審員などを体験できる貴重な機会です。また、ケンブリッ

ジの法学部生がどのような勉強をしているのかを体験できます。ケンブリッジの学生は普段から、

この模擬裁判のような法律の討論をしたり、交渉の訓練をしたりしています。 

進め方は、①役割分担 ②準備 ③リハーサル ④本番、となります。役割分担は、各々の希望を

もとに立候補していき、現地の先生と PA が決めました。準備では、検察側、弁護側、陪審側とい

った役割ごとに分かれて、事実確認・質問内容の決定などを行い、リハーサルでは、簡単に裁判の

流れを確認しました。本番は最終週に行われました。 

 

� 準備 

 Mock Trial の冊子が PA から配られてから、検察側、弁護側、陪審側に分かれて準備をしました。

Mock Trial は大変そう、難しそうというイメージがあると思いますが、準備をしっかりすればそん

なことはありません！実際に私たちも各チームがそれぞれ集まって、意見を言い合うことによって、

みんなの仲がより深まり、有意義な体験ができました。 

 

� 本番  

模擬裁判の会場は、例年の裁判所を模した場所ではできなかったのですが、伝統的な鬘をかぶっ

た裁判長や正装としてローブを纏った Barrister、個性豊かな服装をした証人が揃うと、これから

本当に裁判が行われるような緊張感に包まれました。打ち合わせの段階では、検察側や弁護側はお

互いのシナリオや質問内容は知らされていなかったため、本番では、検察側も弁護側も互いに予想

外の質問や応答に、即座に英語で応対せねばならず、緊迫した空気が流れる場面もありました。議

論は白熱し、判決までに約３時間を要しました。しかし、全ての行程を終えると、研修最後の一大

イベントであったためか、皆一様に爽快感と安堵が入り混じったような表情を見せ、検察側、弁護

側関係なく、お互いを称え合っていました。 
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�裁判官� 
 イギリスの陪審制における裁判は、陪審員 12人と裁判長 1人（今回の Mock Trial では陪審員 10

人、裁判長 1人からの構成）で行われています。日本とは異なり有罪・無罪を決めるのは陪審員の

みで、裁判長は有罪だった場合の量刑のみを決定します。陪審員は Lay Person（一般人）から選出

されているため、法律知識が不足しているので、裁判長は Defendant（被告）側の主張と Prosecutor

（検察）側の主張を法的論点に基づき要約を行い、陪審員が判決を決める際の手助けをします。 

 裁判長は裁判を行ううえでのすべての力を掌握し

ているので、両者の発言や異議申し立てを法的根拠

に基づきコントロールできるのが魅力だと思います。 

 Mock Trial を通じて、裁判長という役職がいかに

大変なものかを感じさせられました。裁判を円滑に

進行させながらも、お互いの要旨をまとめていかな

くてはならなかったので、とてもこの役職の重要性

や責任というものを痛感させられましたが、その分、

無事にMock Trialが終了したときの達成感は人一倍

だったのではないかと思います。 

 

 

�陪審員� 

イギリスの陪審制において、陪審員は、裁判官から完全に独立して、事実の判断とそれに基づく

有罪・無罪の決定を行います。Mock Trial では、法廷で発言する機会はありませんでしたが、陪審

員は、裁判の判決に直接的に関わる重要な役割を担っていました。 

Mock Trialにおける陪審員役の魅力は、事件に対する様々な見方を知ることができるところです。

というのも、評決を行う前に、他の陪審員の意見を聞き、議論を重ねることになるからです。また、

事前準備に腐心していた検察側・弁護側の熱い戦いをじ

っくりと聞くことができるのも、陪審員役の醍醐味だと

思います。 

Mock Trial を通じて、私は、公正な目で真実を見抜く

ことの難しさを痛感しました。加えて、証言や尋問の内

容を一言も聞き漏らさないように集中して裁判に参加す

ることが、いかに労力を使うものであるのかということ

も知ることができました。日本にも陪審制と似た裁判員

制度がありますが、今回の経験により、その裁判員の心

情に少しでも触れることができたと思っています。 
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�検察側�  
今一番に思うのは、一緒に仕事をしてくれた仲間に感謝したいということ。皆がいてくれたから、

何とか模擬裁判を終えることができました。 

イギリスでは、検察官の役割も弁護士が行います。私が立命館大学の学生さんと 2人で担当した

のは Prosecuting Counsel で、検察側弁護士として法廷で陳述書を読み上げ、証人に質問する役職。    

私たちスピーカーの言わば「脳」である Prosecution Solicitor の 2 人と、PA の Marika に協力

してもらいながらシナリオを考えたあと、検察側の証人役の人たちと演技を組み立てていきます。

英語をゆっくり、はっきりと発音して、陪審員の人たちに伝えることを第一に練習しました。 

本番当日、弁護側の人たちは、事件当時の状況を劇などで再現することで、被告人の主張を分か

りやすく説明していました。こちら側の証人役の人たちも、はっきりと台詞を言い、弁護側からの

質問にも堂々と答えていました。ただ、1 つ心残りなのは、こちらのシナリオを伝えきれず、反対

質問で怖い思いをさせてしまった人がいること…。力不足で申し訳なかったと反省しています。 

色々ありましたが、検察側が一番に考えるべき「Fair Trial（公正な裁判）」を実現しようと努

力できたことが、何よりの成果であったと思っています。協力してくれた皆さんのおかげです。あ

りがとうございました。 

 

 

�弁護側� 

僕の役割であった Senior Defendant Counsel は訳すとすると、「被告側の上級弁護士」で依頼人

の無罪に向けた弁護戦略を立てることを主な仕事としています。実際の目標が弁護士であることか

ら、この役を希望したものの、決まった時の緊張と不安は尋常ではなく、なにより英語力に不安が

ありました。Mock Trial は、半分は“模擬”ですが、検察側や証人がどのような主張をしてくる

か分からない点においては、完全に“本当”の裁判と一緒です。予期せぬ主張に対して、説得力を

もって英語で弁論するのは、すごくハードルが高いと感じていました。しかしその不安は、

Defendant Counsel のメンバーみんなが少しずつ払拭していってくれました。それぞれの役が発表

された後、僕らは毎晩のように集まり、遅くまで話し合って戦略を煮詰めていきました。仲間同士

で検察側の視点に立ち、相手の戦略を予想したり、尋問のシミュレーションを繰り返したりするこ

とで、できるだけ多くの事態に対応できるよう、練習を積み重ねていきました。 

その結果として勝ち取った判事の言葉、“You’re free to go”は、涙がでるくらい嬉しかった

です。そして、弁護士が常に背負っている責任感や達成感の一端を感じることができた貴重な経験

になりました。 
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                       ↓ピースをしている奥の「彼女」 
�証人�彼女�� 

今回の模擬裁判で、私は被告人の彼女役でした。

この彼女が事件の原因として話は進んでいきます。

毎年、同じような模擬裁判を行っているようですが、

そこで必ず登場するのが、男が扮する彼女役です。

聞くところによると、ケンブリッジ大学コーパス・

クリスティ・カレッジ夏期法学研修の伝統のようで

す。私としてはまさかケンブリッジに来て女装をす

るとは思っていなかったため、いざ役が決まった時

は、驚きましたが、ここは全力で彼女になりきり、

彼女史の歴史に名を刻むべく、周りの女子に衣類や

ヘアメイクに至るまで施してもらい、堂々と証言が

できました。ヒールでの歩き方も Marika に褒めて

もらいました。参加を検討している男子の皆さんは、

ヒールで歩く練習をしたほうがいいかもしれませ

んね。 
 
 
 

�被告人� 
私は模擬裁判で被告人の役を担当しました。裁判

では被告人が主人公のようなものなので、役割が決

まったときから模擬裁判本番当日まで、ずっと緊張

していました。被告人側の Barrister や Solicitor

と一緒に夜中まで打ち合わせしたことも、今ではと

ても良い思い出です。実際に事件の流れを再現した

り、こういう解釈はどうかと意見交換したり、実践

的に考えることができて、今ふり返ると、とても貴

重な体験でした。また役が気性の荒い、攻撃的な男

子大学生の役だったので、当日は髪型や服装に気を

配ったことも楽しかったです。 

  

←模擬裁判後のディナーで羽を伸ばす「被告人」 
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PA アクティビティは、私たち参加者が息抜きをしたり、イギリスの伝統的な文化などを楽しく経

験できるように、授業の合間に PA が企画してくれるアクティビティのことです。PA と仲良くなっ

たり、新しい友達ができるいい機会にもなります。 

 

� ��������ケイリー� 

ケイリーとはスコットランドの伝統的な

ダンスのことです。ペアやグループを作っ

て、音楽に合わせて決まった一連の動きを

繰り返すものです。運動に自信がなくても

振付があるわけではなくて、簡単な動きの

連続なので、誰でも楽しく踊れます。女子

はひらひらした長いスカートを着ていった

ので、回ったときの動きがとてもきれいで

した。 

今回、スキップの動きでトラブルがあり

骨折した人がいたので、お気をつけて！ 

 

※骨折はしましたが、それでも続けてしまうほど楽しいので、ぜひ挑戦してみてください！ 

 

 

� ��������オリンピック� 

 

  

オリンピックは、PA が企画してくれたスポーツイベ

ントです。コーパス・クリスティ・カレッジから歩い

て少しのところにある広い芝生のある公園で行いま

した。 

 鬼ごっこや、グループに分かれて、いろんな種類の

リレーをしたり、ボールを使ったゲームをしたりもし

ました。 

 話したことのなかった人や PA ともスポーツを通し

て気軽に話しかけたりコミュニケーションをとるこ

とができます！ 
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� A�������� ��� 

イギリスと言えば、やはりアフタ

ヌーンティーですよね！ヴィクト

リア王朝時代に普及したこの習慣

は、今でもイギリスの人々に愛され

ています。PA が連れて行ってくれ

た BROWN というお店では下からス

コーン、サンドウィッチ、ケーキと

モダンな 3 段のお皿に盛られてい

ました。紅茶もお菓子もとてもおい

しく、PA たちとトークを弾ませな

がら優雅な時間を過ごしました。 

                         

� ������� �ク�ッケー� 

コーパス・クリスティ・カレッジから少

し離れた場所で行われたこのアクティビ

ティは、2人 1組になって、木製のゴルフ

クラブのような槌でボールを打って、ゲー

トをくぐらせた後に、ペグという杭に当て

るまでをペアごとに競うゲームです。ボー

ルを狙った方向に打つのが難しかったの

ですが、その分ボールがゲートをくぐると

とても達成感を得られましたし、みんなで

ワイワイと遊べて授業の息抜きになりま

した。イギリスの上流階級の間で楽しまれ

たスポーツで、左の写真のようにこじんま

りとしたかわいらしい建物の庭で行った

ので、まるで私たちも上流家庭で育ったよ

うな気分になりました！笑 

 

 

� ������ズンバ� 

 外部の先生を呼んでのアクティビティでは、ラテンの音楽に合わせて踊るズンバを行いました。

フィットネスの一種という事もあって、全身を使って踊るので、食べてばかりで運動不足気味の留

学生活の中で、汗をかくいい機会となりました。多少疲れますが、つらいというわけではなく、踊

っているうちにだんだんハイになってくるので、とても楽しめますよ！ 
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研修期間中には 3 回、Formal Dinner がありまし

た。Formal Dinner とは、各カレッジの食堂にて、

正装で行うディナーパーティーのことです。オック

スフォード大学やケンブリッジ大学など、由緒正し

い大学において、伝統的に行われています。今回は、

法学研修参加者以外に、ケンブリッジ大学の他のプ

ログラムに参加していた明治大学の学生や、研修に

携わってくださっていた現地の先生方、PAの皆さん、

明治大学の先生方などが、一堂に会する貴重な機会

でもありました。 

 

正式なディナーということで、ドリンクセレモニーに始

まり、食事の前にはラテン語のお祈りをし……と、特に初

回は、日常とかけ離れた雰囲気に浮足立ってしまう場面も

ありました。しかし、回を重ねるごとに、だんだんとその

ムードを楽しむ余裕ができ、今では Formal Dinner の場が

恋しいほどです。少しばかり威儀を正して食事をとるとい

う経験が、社会に出てから役に立つことは間違いないでし

ょう。 

 

イギリスでの普段の食事に関しては、好みがわかれる一方で、Formal Dinner の料理については、

皆口をそろえて「美味しい」と言っていました。上品で趣のある建物の中で落ち着いて食事をする

といったシチュエーションも、芳醇さを生み出していたかもしれません。 

 

また、Formal Dinner の座席は事前に決められているため、普段あまり関わりのない人と交流で

きたり、一人一人と膝を突き合わせて会話をできたりと、自分の世界を豊かにするきっかけにもな

りました。 
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  イギリスといえば、「食べ物がおいしくない」で有名ですよね。サ〇ウのごはんを持っていか

なきゃ、などと出発前に考えることも多いと思います。でも実際のところ、お味はどうなのでし

ょうか。 

 

� 学食 

   
  食堂では、初めに配られるミールカードを使って、カフェテリア形式の食事を楽しむことがで

きます。朝はパンとハムなどで固定ですが、昼と夜は毎日変わり、今まで出会ったことのない新

しい味にご対面することも。もし学食でスープが出たら、ぜひ試してみてください。きっと驚き

ます。 

 

� �食 

  イギリスはレストランが多く、少し足を延ばせば世界各国の料理を堪能できます。ですが、や

はり定番のフィッシュ＆チップスは一度食べてみることをおすすめします。カフェもたくさんあ

り、特にピッツァ＆ジェラートを楽しめる AROMI は地元でも観光客にも大人気！さらにロンドン

に行けば某有名ラーメン店で日本にいた頃の懐かしい味を思い出すこともできます。イギリスの

慣れない環境で冷え固まったあなたの心を、温かい麺とスープが溶かしてくれるでしょう。 

 

� パ� 

  せっかくイギリスに来たんだからお酒だって楽しみたい！お酒は好きじゃないけどちょっと

イギリスかぶれしてみたい！そんなあなたには大学から徒歩１分のところにあるEAGLEがぴった

りです。とても長い歴史を持ち、多くのアンティーク家具が並ぶ雰囲気のある店内です。大変人

気なので、週末は結構混雑します。どれもおいしいのでお酒が好きな方はたくさん飲んでしまう

かと思いますが、日本のお酒より度数が高いので十分に気をつけてください。 

 

� �� 

  「イギリスの食事はおいしくない」、この噂は半分真実で半分嘘だと思います。食べるものと

人によりけりですね！皆さんも存分にイギリスの食事を楽しんでください！ 
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■ イギリスの鉄道 
イギリスで鉄道を使う場合は、Railcard というアプリを

インストールして、登録するといいです。登録しておけば、

イギリスで鉄道に安く乗ることができます。Railcard の設

定の仕方は、現地で PAが教えてくれました。 

さて、ケンブリッジからロンドンに行くには、2つの路線

があります。1つ目は、ロンドンのキングスクロス駅に着く

路線。これは、早い列車であれば、1時間ほどで、キングス

クロス駅まで行けます。各駅停車に乗ってしまうと、1時間 30 分ほどかかります。また、もう一方

の路線では、ロンドンのリバプールストリート駅に着きます。リバプールストリート駅までは、ケ

ンブリッジから 1 時間 30 分ほどで行けます。どちらの駅のほうが自分の目的地に近いか、また早

い列車の時間帯をあらかじめ調べておくことで、多少の時間の節約になると思います。因みに、ケ

ンブリッジからロンドンまで往復で、11ポンドほどで行くことができます。 

さて、次にロンドンの地下鉄です。地下鉄はロンドンを旅する上で、必ず使うことになると思い

ますが、東京メトロぐらい複雑です。そのため、日本にいるときにロンドンの観光マップを買うな

ら、地下鉄の路線図付きのものを買うことをお勧めします。ロンドンの地下鉄を使うなら、オイス

ターカードが便利です。また、ケンブリッジでロンドンの地下鉄乗り放題付きケンブリッジ‐ロン

ドン間往復券を買うこともできます。 

 
■ イギリスのバス 
イギリスのバスといえば、2 階建てバスを思い浮かべると思

います。ロンドンのバスには、オイスターカードで乗ることが

できます。ロンドンのバスも行き先が複雑なので、注意が必要

です。2階建てバスの 2階からの眺めは、素晴らしいです。 

 
 
 
■ イギリスのタクシー 

ロンドンのタクシーといえば黒い高級感漂うタクシーでし

ょう。ロンドンだけでなく、エディンバラにも黒いタクシーは

走っています。 

コーパス・クリスティ・カレッジからケンブリッジ駅までタ

クシーで行けば 5分ほどで行くことができます。荷物が多いと

きや、疲れているときに使うといいと思います。 
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■ 紅茶 

 
イギリスといえば紅茶を思い浮かべる方も多い     

のではないでしょうか？イギリスらしい珍しいフ   

レーバーや、スコティッシュ・ティーといった地域ご

との紅茶など沢山の種類がありました。皆さんも是非

お気に入りの紅茶を探してみて下さい。 
 
 
 
 
■ ショートブレッド 

      
 
ショートブレッドはスコットランドの伝統的なお菓子です。メーカー

としてはウォーカーのショートブレッドが有名ですが、他にも色々なブ

ランドが存在します。スーパーではお手頃価格で売られていますので、

ちょっとしたお土産に最適です！ 
 
 
 
 

 
 
 
■ ケンブリッジパーカー 
  
 ケンブリッジのみやげ物屋の多くで売られているケンブリッジ

パーカー。参加者の多くが買っていました。記念に一着購入して

みてはいかがでしょうか？ 
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１ヶ月間も日本を離れて生活するとなると、持ち物が心配ですよね…。でも、大丈夫です！事前

に参加者に配布される旅のしおりには、かなり詳しめの携行品リストがあり、リストをチェックし

つつ準備をすれば、最低限必要なものは揃います。また、大抵のものは現地でも購入が可能です！ 

そのため、ここでは携行品リストには載らないような、持ち物に関する小ネタを紹介します☆ 

 

�水筒…軽いプラスチック製のものがおすすめ。イギリスでは水道水は飲めません！そのため、ミ

ネラルウォーターをスーパーで買って来て、詰めて飲む用です。ただ、水筒は携行品リストにもお

そらく載っているのですが、必ずしも必要では無いかもしれません。意外に 500ml のミネラルウォ

ーターもセットで安く売っていて、そちらのほうが衛生的で、洗う手間もかからないので良いのか

も…。 

 

�電子レンジでチンできるコップ…これは個人的に持っていったほうがいいと思いました！すご

く便利です。数人で共有するキッチンには基本電子レンジがあり（使える電子ケトルは半々くらい

しかなく）、お湯を沸かすのに、このコップがあると重宝します。できれば洗面台用のコップとは

別に用意すると、さらにスムーズかも知れません。お茶のパックや甘い飲み物のインスタントは現

地のスーパーに沢山種類があります。 

 

�ハンガー�洗濯�…個人的には要りませんでした！おそらくほとんどの部屋に結構な量のハンガ

ーがあります。ただ百均のミニ小物干しは、乾燥機で乾ききらなかった小物を干すのに少し使いま

した。（多分なくても良いです。） 

 

��スタオル…１週間１枚支給されます！一応配られるし荷物になるので、持っていくのはフェイ

スタオル何枚かで大丈夫だと思います。他のお風呂ネタでは、百均の洗面器が結構役立ちました。 

 

�ウェット��ッ��…みんな結構持っていて、結構使いました。10 枚入り×5パック的なもの。 

 

�日本食…人それぞれですが、個人的には持っていってよかったです！フリーズドライのスープが

お手軽で◎。スペースがあればカップ麺なども。少し持っていると PA にも日本食を紹介できます。

ただ、少し歩きますがケンブリッジ市内にもアジア系食品店があり、いろいろ購入できます！ 

 

�現金…10 万円分以上両替していった猛者もいましたが、カード社会なのでクレジットカードが大

抵の場所で利用可能です。なので、現金はそこまで沢山用意しなくても大丈夫ですが、割り勘や PA

が企画してくれるイベント参加費、洗濯では使うので、少なくとも 3万円分くらいは両替してある

と安心。（でも全く両替せずに行った人もいます！） 

 

 他にも変圧器や Wi-Fi など、持ち物に関して気になることがあるかと思います！留学前に前年度

参加者との交流会もあるので、詳しくはそこで質問してみてください☆ 
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留学期間にはいつだってトラブルがつきもの。一種の災厄のようなもので、誰にだっていつだっ

て起こりうるものです。このページの筆者は、1 ヶ月の留学期間中に、ホテル予約のトラブル、風

邪、パスポートと財布の盗難、それに伴う現金とキャッシュカードの損失を立て続けに味わいまし

た。メンバートップのトラブルメーカーとして、自身の体験を反面教師に、皆さんが少しでもトラ

ブルを回避できるようアドバイスを書かせてもらいます。 

 

�留学��� 

 起こりうる全てのケースを対策することなんてできませんが、とりあえず、以下のものはイギリ

スに忘れないようにしましょう。  

・入国に必要な書類（入国できればこちらのものです） 

・薬（海外で処方してもらうことは難しいですし、環境が変わると体調も狂います） 

・金（大抵のことはお金が解決してくれます。現金と口座に形を分け、多めに用意しておきましょ

う） 

 

�現地での心�え� 

 ケンブリッジのキャンパス内は基本的に安全ですが、ロンドンに足を延ばす際や、夜に出歩く際

には細心の注意が必要です。 

 

・絶対に、一人きりで行動しないこと 

・先生、PA、寮の連絡先を持ち歩くこと 

・大金など貴重なものは寮に置いておき、常に荷物から目を離さないこと 

・スマホでネットが使える環境を整えておくこと（ポケット Wi-Fi、SIM カードなど）を忘れない

で下さい。現地では PA がさらに細かい注意をしてくれます。ロンドンを侮ることなかれ。東京

に比べると治安が悪いです。 

 

�もしトラブルに�ってしまったら� 

 気を落ち着かせ、引率のジェームズ先生か PA に連絡をして指示を仰ぐに限ります。ひとりで解

決しようだなんて考えず、周りの友人と先生にきちんと報告をして助けてもらうことが適切な対処

につながります。 

 

と、ここまで書かせて貰いましたが、個人的にはトラブルを恐れて留学生活を楽しめなくなるこ

とこそ最大のトラブルだと考えます。身体さえ無事ならば問題はないので、最低限の注意はしつつ

チャレンジ精神を持って、色々な場所に行ってみてください。 
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留学中の生活と言っても皆さん想像し難いですよね。そこで、現地生活のある一日をシュミレー

ションしてみました。これはあくまでも個人的な一例であり、現地に着いてすぐや、Mock Trial

やテストの準備に追われる最後の週はもっと忙しい日もありますし、逆に授業のない土日はもっと

余裕があるので、いろんな場所へ遊びに行けますよ！ 

 

 ����� �� 

  遠くから聞こえる教会の鐘の音で目を覚ます。着替えて布団を整頓し支度をする。 

 

 ���1� ��はん 

お気に入りはパン・オ・ショコラとクロワッサンと 

コーヒー！（写真左） 

     

����� 授業開始 

 語学の授業開始（English for Legal Purposes→P.21～  

22）。友達が寝坊してきて、ジャッキー先生に罰として、  

英語の歌を歌わせられる。 

 

 �1��1� 授業終� 

  今日は授業が早く終わったので、友達と近くのショッピングモールへ。ジャン負けで露店にあ  

  ったシャボン玉を購入。大いなる損失となる。 

  

 �12��� お昼�� 

  学食が飽きてしまったので、オシャレなパン屋さん  

で昼食を購入。映えを狙う。 

  

�12��� お昼�み 

  次の授業の予習をしているとついつい眠くなるので   

お昼寝の時間となってしまう。 

 

 �1���� �後の授業開始 1� �� 

   

ペリカンバーで飲み物を調達。眠気覚ましにコ   

ーヒーを購入。ミールカードはここでも使える。  
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�1���� イ�リス�の授業開始 

（Introduction to English Law→P.19～20） 

  ジャッキー先生の元気な声で授業開始。まだ眠い人も 

ちらほら。 

 

 �1��00 イ�リス�の授業終� 

  一日の授業が全て終わり、みんな羽をのばす。友達と生 

活用品の買い出しに行く。水やお気に入りの飲み物はよ 

く無くなる。 

 

  

�1��00 夕飯 

 夕飯と少しお酒が飲みたくなったので、近くのパブへ。  

フィッシュアンドチップス最高！！ 

  まだ外は明るい。 

 

   �20�00 洗濯 

    酔い覚ましに 2、3日分の洗濯物と洗剤と 20 ペンスコ   

インを持ってランドリーへ。 

 

     �20�1� 入浴 

      洗濯と乾燥で 1時間ほどかかるので、先にシャワーを    

浴びて待つ。 

 

 �20��� 友達と�らん 

  共同キッチンで昼に買ってきておいたケーキをみんな  

で食べる。甘いものは別腹♪  

 

 �21�1� 洗濯終� 

  洗濯物の回収のためランドリーへ。洗濯機も乾燥機も

2 台ずつしかないので、大概外に出されている。 

 

 �21�30 �� 

  PA がまとめてくれた資料を片手に、今日の復習と明日の予習。慣れない英語の文章を読んでい

るとだんだん眠くなってくる。  

 

 �23�00 就� 

  睡魔には勝てないので、明日のために床に就く。明日も良い日になりますように☆ 
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私がこの研修を通じて良かったと思う点は、多くの異なった価値観を知れたことです。この研修

はケンブリッジ大学、立命館大学、明治大学に加え、現地の人々などたくさんの人たちが合わさる

ことで成り立っています。もちろん、現地の授業ではイギリス法や EU 法、近頃話題となっている

BREXIT などについて学ぶことができ、一つ一つの授業が興味深い内容となっています。それに加え、

弁護士を目指す人や外交官を目指す人など様々な目標を持つ友人との1か月の共同生活はとても刺

激的でした。普段日本で生活しているだけでは、絶対に知り合うことのできない現地の方々と会話

できたこともいい経験でした。 

 

そして、私はこの研修を通じて、海外で生活していく力がついたと思います。英語力に関して言

えば、授業は全て英語で行われることに加え、ケンブリッジの学生との会話も英語でしか通じませ

んでした。私は留学経験が初めてで、最初に PA に会った時は、全く英語を使って話すことが出来

ませんでした。失敗の連続ばかりでしたが、会話をするために、ただ伝えるだけでなく、相手が理

解しやすいように伝え方や言い回しを工夫しました。その結果、研修の途中から徐々に英語でコミ

ュニュケーションを取ることが出来るようになりました。このように、英語しか意思疎通を図る手

段がない状況に身を置くことで、英語でのコミュニュケーション能力がついたと思います。加えて、

普段とは違う場所で 1か月過ごしたことで生活力がついたと思います。 

 

また、この研修を通して、「行動すること、実際にやってみること」の重要さを学びました。馴

染みのない土地で私が痛感したことは、自分から行動を起こさなければ何も変わらないということ

です。一見当たり前のことだと思います。ですが、実際に行おうとすると緊張したり、失敗を恐れ

て、あまり出来ない人が多いと思います。たとえ頭の中で考えていたとしても、それを言葉にして

行動しなければ相手に伝わることなど滅多にありません。このプログラム中は、モックトライアル

やグループワーク、休日の過ごし方など、それぞれ自分の考えを求められます。私は、この研修中

に自分の考えを明確にして主張することで成長することが出来ました。 

 

最後に、ケンブリッジ大学夏期法学研修は EU 法、イギリス法を学びたい人はもちろんのこと、

イギリスで 1か月過ごすので、海外に興味のあるすべての人にお勧めできます。また世界でもトッ

プレベルの大学で学べることはとても有意義な経験です。とはいえ、海外の生活、法律の勉強に不

安のある方が多いと思います。そのような方も心配する必要はありません。このプログラムを担当

しているジェームズ先生、ジャッキー先生、PAのみんなが親身になってサポートしてくれます。も

ちろんしっかり考え、準備することは大事ですが、前述したようにまずは行動してみてください。

もし、このプログラムに行こうか悩んでいる人がいるなら、私は迷わずに行くことをお勧めします。

ここで得られる経験は必ずかけがえのないものになります！！！ 
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  �期間 

    2018 年 8 月 15 日～9月 10 日  27 日間 

 

  �参加�� 

    22 名（他、立命館大学法学部から 8名） 

 

  ���� 

    ケンブリッジ大学 コーパス・クリスティ・カレッジ 学生寮 

 

  �参加�用 

    約 57 万円（寮の食堂で利用可能なミールカード代金を含む） 

 

  �単位�� 

    法学部設置科目「Legal Studies Abroad A～EⅠ・Ⅱ」として 4単位 

 

  �応募�� 

    ・本学学部 2～4 年生（2018 年 4 月時点）で、法学研修の授業に参加し得る英語能力を有

する者 

    ・「留学基礎講座」を 2018 年度に履修するか、または既に履修済みであること 

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

 

  �出発から帰国までの流� 

1月 17 日（水）～4月 4日（水） 応募受付 

4 月 9 日（月） 選考（面接及び書類選考） 

4 月 10 日（火） 選考結果発表 

5 月 10 日（木） 研修参加者顔合わせ会 

6 月～7月 オリエンテーション（3回）、前年度参加者との交流会 

8 月 15 日（水）～9月 10 日（月） 研修 

9 月 27 日（木） 帰国報告会 

※出発前 6月と帰国後 9月に、TOEIC S&W テストを受験 
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 最後までこの冊子を読んでいただき、ありがとうございます。この冊子を編集していると、ケン

ブリッジで過ごした日々が思い出されて、またケンブリッジに戻ってジャッキー先生や PA と一緒

に勉強したいと思ってしまいます（泣）。それほど、この 1 ヵ月間の留学というのは、私たちにと

って、思い出深く、有意義なものになりました！また、この 1ヵ月というのは、勉強はもちろんで

すが、一緒にプログラムに参加する仲間との共同生活でもあります。普段は関わりのなかった友人

と仲良くなったり、元から仲の良かった友人とも、もっと仲を深めるきっかけになるでしょう！も

し将来やりたいことが見つからない、夏休みにやることがないと思っている方がいらっしゃったら、

是非このプログラムに参加することをおススメします。何もしないで終わる夏とは全く違う世界が

待っているはずです！！この冊子が皆さんの未来を変える手助けになれば幸いです☆ 

                                            Y.T 
この冊子をここまで読んでいるということは、きっとあなたは留学に行くと決めている、または

行きたい気持ちはあるが迷っている人なのでしょう。留学を決めている人へ、あなたの選択は正し

いです！留学の準備を早めに始めましょう。持ち物や、現地で起きたトラブルなどのページを読む

と良いでしょう。雑誌を買ってどこに行きたいか、プランを早めに立てておくこともお勧めします。

行きたい気持ちはあるが迷っている人へ、この冊子を読んで、楽しそうだな、行ってみたいなとい

う気持ちが強まったなら、行ったほうがいいです。このプログラムは 1ヶ月という短期のものです

が、行けば必ず得るものがあります。それは知識や英語力ももちろんそうですが、友人や、知らな

い場所で自力で生活する力、慣れない言語で人と話し問題を解決する力等様々です。かくいう実家

暮らしの筆者も、寮で友人達と共に過ごすという所に魅了されて志望しました。非日常な歴史的で

趣のある街の風景や、現地で教会の鐘の音を聞きつつ、窓から降り注ぐ日光で迎えた朝は、本当に

忘れ難いです。そんな魅力たっぷりのケンブリッジだからこそ、私たちは進んで今回の報告書の編

集委員になりました。協力してくださった先生方、事務室の方々、PA、そして 1ヶ月ともに過ごし

たみんな、ありがとうございました。さあ、来年はあなたの番です！ぜひ行ってケンブリッジの魅

力を自分の目で確かめてきてくださいね。最後まで読んでくださり、ありがとうございました！ 

                                          M.I 
私がこのケンブリッジ夏期法学研修に参加しようと思った理由は、イギリス法について勉強した

かったからではなく、大学で得た経験というものが一つでも欲しかったからです。英語に自信もあ

りませんでしたし、留学をしたいという強い思いは正直無かったと思います。とにかく何か一つは

大学で成し遂げたという、自分の中での自信が欲しくて、参加しようと思いました。そんな動機で

したが、この研修に参加したことは本当に正解でした。英語についての自信もついたし、外国人の

友人まででき、ケンブリッジの授業で興味を持ったことからゼミを決め、将来、やりたいこともで

きました。上手く行くことばかりではなくて、失敗もしましたが、今は本当に行って良かったと思

います。この報告書は今年度の参加者全員で作ったもので、参加者だからこそ分かることや大切な

情報がたくさん詰まっています。この報告書をきっかけに参加を決意してくれたらとても嬉しいし、

参加が決まった後でも大いに活用してほしいと思います。大学生の夏はたった 4 回しかありませ

ん！悔いのない夏にしてください。 

M.S 
41



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

University of Cambridge 

Corpus Christi College 

Summer Law Course 2018 
 
 

発⾏：明治⼤学法学部 
http://www.meiji.ac.jp/hogaku/cambridge/ 


	2018年度ケンブリッジ大学研修報告書_表1-表2
	01_1C_2018年度ケンブリッジ大学研修報告書-1
	02-16_4C_2018年度ケンブリッジ大学研修報告書-2
	17-40_1C_2018年度ケンブリッジ大学研修報告書-3
	2018年度ケンブリッジ大学研修報告書_表3-表4



