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国際的視野を広げよう！ 
 

法学部長 村上 一博 

 

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。 

 

 

法学部准教授 佐藤 智恵 

 

 この報告書は、2019 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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はじめに 
 
こんにちは！私たちは 2019 年度のケンブリッジ大学夏期法学研修の参加者です。 

 この研修を通して、英国の法律や文化を学んだのはもちろんのこと、参加者にはそれぞれ忘れること

のできない成長や出会いがありました。慣れない環境に身をおいて生活し、難易度の高い授業を受ける

ことはとても大変なことでしたが、一方でこれまでに経験したことのないような楽しいこともたくさん

あり、充実した日々を送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

していきます。 
 留学したいけれど、どこに行って何をしたいかわからない、ありきたりな大学生活から抜け出して刺

激のある大学生活を送りたい、そんな想いでこの報告書を手にした方も多いのではないでしょうか。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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スケジュール 
 

 
 
 現地で行う授業は 1コマが 75分で主に「English for Legal Purposes」と「Introduction to 

English Law」の 2つに分かれています。「English for Legal Purposes」はゲームなどを行い、コ

ミュニケーションを重視しつつ法律英語を学習するクラス別授業で、「Introduction to English 

Law」は英国法の基礎を座学中心に学ぶ授業です。さらに、それ以外にも「Guest Lectures」という

授業があります。この授業では分野に精通した講師を招いて行われます。 

 また、「Guest Lectures」の内容を深める「PA Discussion」、このプログラムの醍醐味ともいえる

「Mock Trial(模擬裁判)」などのクラスがあり、最後には研修のまとめとして「Exam(試験)」が行

われます。 

土曜・日曜は授業がなく、遠くに旅行に行ったりとそれぞれ自由に休日を過ごすことができます。

具体的な授業内容や、くわしい休日の過ごし方は、後のページをご覧ください。 
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ケンブリッジの街について 
 

・ケンブリッジについて 

 ケンブリッジは、イングランドの東部に位置しているケンブリッジ

シャーの州都で、イギリスではオックスフォードと並び代表的な学園

都市として知られています。市内にはケム川が流れており、ケム＋ブ

リッジ（橋）がケンブリッジという名前の由来とされています。街並

みとしては、中世の歴史ある建物が多数あり、観光で訪れる人も少な

くありません。 

 

・ケンブリッジ大学について 

 ケンブリッジ大学は、町の人々と対立したオックスフォード大学が

ケンブリッジに逃れてきて研究を始めたことが始まりだと言われて

います。大学の公式な創設は 1209 年なので、800 年以上の

歴史を持っています。THEの世界大学ランキング（2019年 9

月）では世界 3 位を獲得している世界的な名門大学です。多

くのノーベル賞受賞者を輩出しており、中には万有引力の法

則で有名なアイザック・ニュートン、進化論を提唱したチャ

ールズ・ダーヴィンなど誰でも知っているような社会に変革

をもたらした著名人もいます。画像にある木は「リンゴの木」

と呼ばれており、ニュートンが重力を発見するきっかけとな

った場所として有名です。 

 

 日本の大学とは異なり、カレッジ制をとっています。ケンブリッジ大学は全 31 のカレッジから

成り立っていて、学生は必ずどこかのカレッジに属します。カレッジにより規模や創設年が異なり

様々な特徴があるので、週末などにカレッジをめぐるのもいいかもしれません。 

 

 また、ケンブリッジ大学は同じイギリス

にある名門大学のオックスフォード大学と

ともに「オックスブリッジ」と呼ばれるこ

とがあります。両大学は、互いのことを「the 
other place, another university 」と呼び

合っており、お互いにライバル意識をもっ

ていることが分かります。大学間ではスポ

ーツの試合も行われており、中でも毎年春

にロンドンのテムズ川で行われるボートレ

ースが有名です。 
ケンブリッジ大学キングス・カレッジ 
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Corpus Christi College について 
 

 私たちが滞在したコーパス・クリスティ・カレッジは、1352 年に創設されたケンブリッジ大学の

中で６番目に歴史が古いカレッジです。この校舎の外側には Corpus Clock と呼ばれる有名な時計

があり、毎日たくさんの観光客が訪れていました。この時計はとても美しく、いつまでも見ていら

れる面白さがあります。学校の周りの景色も古く、周辺には最も美しいカレッジといわれているキ

ングスカレッジや、パンや中古本をはじめいろいろなものが手に入る市場もあります。数世紀前か

らある建物にあふれた街や校舎での経験は私にとって真新しいものばかりで、日本とは全く違う国

に来た実感を毎日味わうことができました。 

 この写真はカレッジの門を入った後すぐに見えてくる光景で、毎日ここを通って授業や散策に行

きます。この芝生はとてもきれいですが、生徒や観光客は立ち入り禁止という規則があるので注意

してください！ 

 左の画像は校舎の中にある私のおすすめのスポットです。このように日本では見られないような

景色に囲まれて 1か月を過ごします。 

 

 カレッジに到着してまず驚くのは食堂です。壁に掛けられているのは、歴代のこのカレッジのマ

スターの肖像画で、ステンドグラスや床を見ていると歴史が感じられます。基本は 3食この食堂で

食べることになり、友人や現地の PA と会話をしながら食事を楽しめます。海外から来たほかの留

学生もここで食事をするので、思いきって話しかけてみると仲良くなれるかもしれません。私の友

人はインスタグラム上で友達になったと言っていました。このカレッジから 10 分ほどの近さには

ショッピングモールもお土産屋さんもスーパーもあり、古い街でありながらとても便利でした。 
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大学周辺情報 
 

カレッジの周りには、もし日本から持ってくるのを忘れたものがあったとしても何でも揃うお店や、

学生向けのお店が沢山あります。ここでは、その一部を紹介したいと思います！ 

 

 

■Sainsbury’s(セインズベリー) 

 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うスーパーです。比較的コスパが良く、カレッジから徒歩５分程で行くこと

が出来ます。その為、みんながみんな授業後に通っており、大変お世話になるところです。 

 

 

■マーケット 

カレッジから徒歩２分程のところには、大き 

なマーケットがあります。ここでは、ちょっ 

としたお昼ごはんやジュース、野菜や果物、 

服や雑貨などが買えます。また、出店してい 

るお店は日毎に変わるので、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時と少し早い為、授業の合間 

などに行くと良いかもしれません。 

 

 

 

■ギフトショップ 

 カレッジの周辺にはギフトショップがずらり 

と並んでいます。ここでは、ケンブリッジ限 

定のものから、イギリス、ロンドンと言えば 

これ！というようなものまで揃っています。 

カレッジの周りでは、みんなケンブリッジパ 

ーカーを着て歩いているのですが、そのパー 

カーなどもギフトショップに売っていますよ。 
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■パブ 

イギリスと言ったらパブが有名ですよね。 

ケンブリッジ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。 

休みの日にはみんなイーグルで楽しんでいま 

したよ！でも飲み過ぎにはご注意下さいね。 

 

 

 

 

■King’s College 

 Corpus Christi College のすぐ側にある大きな 

カレッジがこの King’s Collegeです！このカ 

レッジ内にある King’s College Chapel という 

礼拝堂が最大の見所で、休日平日問わず多く 

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 

はとても見ものです。是非、PA と一緒に行っ 

てみて下さい！ 

 

 

 

 

■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お 

り、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出来な   

いケンブリッジの街並みを見ることが出来る川  

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」を選ぶことが出来ます。 
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PA(Program Assistant)紹介 
 

PA とは、Program Assistant の略でこのプログラム中、私たちのサポートをしてくれるケンブ

リッジ大学生のことです。学習面でのサポートはもちろん、授業後のアクティビティの企画をし

てくれたり、週末旅行の計画の相談にも乗ってくれます！毎年志願者の中からシャープ先生が選

考します。PA さんは、とっても優秀で優しい方ばかりです。滞在中、私たちの 1 番近くにいる存

在といっても過言ではありません。このプログラムでお世話になった PA さん達を紹介します！ 
 

 

Emma エマ 

カナダ出身のエマの魅力は、なんといってもその笑顔！その明るい性

格と素敵な笑顔は言葉で表すのは難しいですが、一度話せばきっと彼女

の虜になること間違いなしです。ちなみに口癖は Does it make sense? 

です。きちんと私たちが理解できているかを確認してくれる彼女の優し

さがわかる口癖ですね。 

 

  

 

 

 

Freddy フレディー 

今年初めて PAをやったというフレディーは、21歳で PA達の中で一

番年下です。とても整った顔立ちで参加した生徒からの人気は絶大な

ものでした(笑) 話してみると、とても親切で、週末の遊びの相談にも

乗ってくれました。「もっとみんなと話したい」と言っていたので、積

極的に話しかけてみてください！ 

 

 

 

 

Omar オマ 

日本の漫画やアニメが大好きだというオマは、いつも私達に分か

りやすい英語で話してくれます。話している時に分からなさそうな

顔をしていると、分かるまできちんと説明してくれます。とてもフ

レンドリーで親切なので、困ったことがあったら是非相談してみて

ください！ 
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Maggie マギー 

マギーは台湾出身で、休日に私達と出かけてくれるほど親切で優

しいです！また、PA随一のグルメで、おすすめのお店をいくつも教

えてもらいました。勉強でわからないことがある時の真面目な相談

から、KPOPアイドルの話までいろんな話に乗ってくれます。 
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Hi all! My name is Maggie and I have been a PA for the law program for the 

last two summers. 

The program at Cambridge is incredibly rewarding for both Meiji students and 

PAs. We all attend the lectures together and explore the subject in greater 

depth in our discussion groups. 

Additionally, the students partake in a mock trial. This activity is a great 

opportunity to develop many different skills. Depending on your role, you will 

have the chance to enhance your teamwork, communication and research skills.  

There is also plenty of free time to explore the city of Cambridge as well as 

the rest of the UK! The PAs always enjoy organizing events for Meiji students, 

such as sports days and “Chat time”, so there is always something to do! 

The program is a great opportunity for academic development as well as a 

excellent setting to make new friends! 



週末旅行記① メイフェア  
 

私は友人とメイフェアに行きました。この地区はかつて高級住宅地であり、その名残で今では

高級ブランドのお店がひしめいています。 

 

〇ボンドストリート 

シャネルやプラダ、ジバンシィなどの有名

ブランドが軒を連ねている通りです。全体的

にとても高級な街で、銀座のような雰囲気で

した。 

 

 

 

 

 

〇バーリントン・アーケード 

アンティークの腕時計とジュエリーを中心に、最高級デザイナーの直

売店が勢揃いするショッピング・アーケードです。その店舗の多くは 19

世紀にオープンしたもので、今日のショッピング・センターの先駆け的

存在であります。ほとんどが最高級ブランド店ですが、日本未上陸のコ

スメブランドやマカロン屋などもあり、歩くだけでもテンションの上が

るアーケードです。 

 

 

 

 

〇リージェントストリート 

私たちが行った時が、ちょうどこのリージ

ェントストリートができてから 200年の年で

あったらしくとても賑わっていました。ZARA

などのファストファッションが多い印象でし

た。またこの街では日本の食品を置いてある

小売店をみつけ、レトルトご飯や納豆、お茶

などを買うことができました。日本で買い忘れてしまってもロンドンまで出てみ

れば買うことができるかもしれません！ 
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週末旅行記② ロンドン 
 

私は週末を利用して 2回ほどロンドンに行きましたが、その中で印象深かった場所について紹介

したいと思います。 

 

 

〇大英博物館 

 大英博物館は世界で有名な博物館のひとつです。有

名なものとしては、モアイ像などが展示されています。 

 とても広く一日ではまわりきれないので、あらかじ

め見たいものを決めておくことをお勧めします。万歩

計を確認するとここだけで一万歩近く歩いていまし

た。 

 

 

 

 

 

〇シャーロックホームズ博物館 

 シャーロックホームズ好きの友達と一緒に行きました。

内装が世界観を忠実に再現していたり、かなりリアルな蝋

人形があったりとシャーロックホームズ好きにはかなり

たまらないのではないでしょうか。 

 

 

 

 

〇アポロビクトリア劇場 

 ミュージカルといえばアメリカの NY を想像しがちです

が、実はイギリスにもたくさんの劇場があります。そのうち

の 1つがアポロビクトリア劇場です。ここでは Wickedを上

演していました。迫力のある歌声と凝っている舞台セット

は圧巻でした。人気の作品のチケットは売り切れてしまう

ことがあるため、あらかじめ予約しておくといいかもしれ

ません。 

 

ほかにも紹介しきれなかった素敵な場所がたくさんある

ので、イギリスに来たら、まずロンドン周辺を散策してみる

ことをおすすめします！ 
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週末旅行記③ マンチェスター 
 

私たちは 3 連休を利用して、マンチェスターに行きました。前日、私たちはアンフィールドでリ

ヴァプール対アーセナルの試合を観戦した余韻と、マンチェスターがリヴァプールから電車で 30

分の距離に位置しているため行けるのではないかという勢いでマンチェスターを観光しました。サ

ッカー好きの方ならマンチェスター=サッカーの街という印象がある通り、実際、私たちもマンチ

ェスターでスタジアム巡りしかしませんでした。そこで、私たちが訪れたスタジアムの雰囲気につ

いて、少し紹介したいと思います。サッカーに興味がない方でも見てくだされば幸いです。 
 
■Old Trafford 
マンチェスターの西に位置する Old Trafford。 
Manchester Victoria 駅から Uber で約 15分 
の場所に位置しています。マンチェスター・ 
ユナイテッドの本拠地であり、「夢の劇場」と 
して知られています。当日、試合がなかった 
にもかかわらず、多くの観光客で賑わってい 
たのが印象的で、さすが世界有数のビッグク 
ラブだと思いました。また、オフィシャルス 
トアに入る際に厳密にボディチェックを実施 
していて、周りとのギャップに驚きました。 
 

■Etihad Stadium 
                       マンチェスターの東に位置する Etihad 

Stadium。Old Trafford から Uber で約 15

分の場所に位置していました。近年、UAE
のグループに買収されて以来、強豪クラブ

としての地位を築いているマンチェスタ

ーシティ FC の本拠地で、美しいスタジア

ムのフォルムとクラブカラーの水色が映

えていました。ユナイテッドとは対照的に、

観光客数は少なく、スポンサーの関係から

中東系の観光客が多いという印象を受け

ました。 
 ■補足 

ここまでマンチェスターの観光について紹介してきましたが、移動の際

に Uber が出てきたのはお気づきでしょうか。Uber は郊外に観光に行く

際にとても便利なので、日本にいるうちに登録しておくことを強くお勧

めします。       
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週末旅行記④ エディンバラ 
 
・美しい街並み、エディンバラ 

私は三連休でエディンバラを訪れました。エディンバラはスコットランドの第 2 の都市で街並み

は世界遺産に登録されています。都市計画の最高傑作といわれるその町並みはとても美しく、歩い

ているだけでも晴れ晴れとした気分になりました！電車で片道約 4 時間で、ケンブリッジよりも少

し寒いのですが、おすすめの場所です！今回はそんなエディンバラについて少し紹介します。 
・エディンバラフェスティバル 
エディンバラでは毎年 8 月にフェスティバルが行われており、私が訪れた時にもたくさんの人で

賑わっていました。無料のミュージカルやマジックショー、楽器の演奏などがあちこちで行われて

いて、とても楽しかったです！是非 8 月の連休に行ってみてください！  

           
・エディンバラ城 

人気のある観光スポットの一つであるエディンバラ城。歴史のある要塞で、城内にはたくさんの

建物があります。アーガイル砲台と呼ばれる大きな砲台、クラウンルームにある王冠、捕虜収容所

など、スコットランドの歴史を感じられるところがたくさんあり、雰囲気もとても素敵でした。特

に印象に残っているのは、エディンバラ城からの眺めです！晴天で風が強く吹いている中で、エデ

ィンバラの街を一望することが出来ました！ 
・変わった観覧車 
個人的にエディンバラで一番楽しかったのは、右下の写真の観覧車に乗ったことです。一見、普

通の観覧車なのですが、動きがとても速く、コーヒーカップのように自力でテーブル部分を動かし

て、ゴンドラの部分を回転出来るようになっていました。最初は、その仕様に怖がってあまり回せ

ませんでしたが、徐々に慣れていき、最後はみんなで回しまくり、ノリノリで楽しめました！駅か

らとても近い場所にあったので、皆さん見かけたら是非乗ってみてください！ 
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週末旅行記⑤ リヴァプール 
 

僕は 3連休の間にリヴァプールに行きました。リヴァプールはケンブリッジから電車で 3時間半

から 4時間のところにあります。リヴァプールでは、イギリスのサッカーリーグのプレミアリーグ

の試合を観戦しました。 
 

左は満員のリバプール FC の本拠地、アンフ

ィールドスタジアムの写真です。リバプール FC 
vs アーセナル FC の試合を観戦し、結果はリバ

プール FC が 3-1で勝利しました。 
 
 
 
 

 
 

右の写真はリヴァプールで最大の駅である

Liverpool Lime Street Station 前にあるオフィシャル

ショップ。品揃えも豊富でここでしか買えない限定品

もたくさん！ 
 

 
プレミアリーグのチケットを購入するには、チーム

の公式サイトから購入するか、仲介サイトで買うかの

二種類ありますが、どちらにせよ日本にいる間に早め

に買っておくのがオススメです。チケットは決して安

くはなかったですが本場のサッカー生観戦は最高で

した。 
 
僕はこの 3連休で他の都市も行ったため、リバプールではサッカー観戦しかできませんでしたが

リバプールはビートルズの聖地としても有名。サッカー観戦以外にもビートルズ博物館やリバプー

ル大聖堂など他にも訪れるべき観光地が目白押し。 
皆さんも週末はリバプールでサッカー観戦＆リバプール観光をしてみてはいかがでしょうか。 
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週末旅行記⑥ カンタベリー、ドーヴァー 
【Canterbury】 

ロンドンから 2時間弱、電車を経由して私は

カンタベリーを訪れました。カンタベリーは大

聖堂のある、イギリス最大の聖地巡礼地です。

入信してはいませんが、「カンタベリーコラー

ル」という曲から興味を持ち、是非実物を見て

みたいと思い、大聖堂を目指しました。 

  

 

イギリスに来てから、建物の造りやスケールに驚いて

ばかりでしたが、ここは特に荘厳でした。改装工事中だ

ったのは残念でしたが来年以降は綺麗に仕上がってい

るかもしれません。写真のような美しいステンドグラス

が何枚もあり、心が洗われるようでした。 

【Dover】 

 カンタベリーから電車で約 30 分、こちら

は英仏の国境、ドーヴァー海峡に臨む高台で

す。駅からここまで登ってくるのはなかなか

ハードでしたが、見事な絶景でした。ドーヴ

ァー海峡は直線距離約 34km で、晴れていれ

ばここから対岸のフランスを見ることもで

きます。また、遠泳の場所としても多くのス

イマーの憧れの地となっているそうです。 

  

ドーヴァー駅を降りると、まずは高台の上のドーヴァー城が見えます。ドーヴァーは大陸から最

も近い場所なので、昔はここが国防の拠点でした。アングロサクソン人の時代に要塞が築かれ、世

界大戦でも防衛の拠点として使われました。そしてその高台の臨海方面は「ホワイトクリフ」と呼

ばれる崖になっています。石灰岩のチョークによって構成されており、真っ白でとても印象的です。  
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週末旅行記⑦ パリ 
 

Fluctuat  nec  mergitur   Fluctuat  nec  mergitur   Fluctuat  nec  mergitur 

「花の都」パリの街並み 

 

19 世紀のパリ改造によって街並みが整え

られ、日本では花の都と称されるほど美し

い景観が魅力です。 

 

 

 

 

(左：凱旋門からの夕焼け  

下：シャイヨー宮からのエッフェル塔） 

   

Fluctuat  nec  mergitur    Fluctuat   nec  mergitur    Fluctuat   nec  mergitur    Fluctuat  nec  mergitur    Fluctuat  nec  mergitur    Fluctuat  

「芸術の都」パリの美術館 

パリの中心部にセーヌ川をはさんでルーブル美術館とオルセー美

術館があります。ルーブルには古代オリエントからの世界各地の

コレクションが、オルセーには印象派を中心とした近代の絵画

が、多く展示されています。 

（左：モナリザ 右：都会のダンスと田舎のダンス) 

 

 

 

 
 

Fluctuat  nec  mergitur    Fluctuat   nec  mergitur  

※注意 

ロンドンなどのイギリスの街と

比べて、パリは治安が悪いです。

観光する際は携帯電話など持ち

物に気を付けましょう。                       
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ロンドンフィールドトリップ 
  
  

プログラム１週目の金曜日には、ロンドンに

ある国会議事堂と最高裁判所を訪れました。最

初に訪れた国会議事堂では、音声ガイダンスを

聞きながら内部を自由に見学しました。一部は

写真撮影も可能でした！歴史を感じる豪華絢

爛な建物の雰囲気に圧倒されました。特に貴族

院の内部は圧巻！ここで議論が繰り広げられ

ているのかと考えると、とても感動的でした。 
 

続いて、最高裁判所を訪れました。裁判所の

職員の方の説明を聞きながら、3つの法廷を見

学。国内の訴訟を扱う法廷のほか、国外からの

訴えを扱う法廷もありました。国会議事堂とは

対照的に、最高裁判所は近代的で明るい印象の

建物でした。最高裁判所内の図書館には、判例集から外国法の本まで、法律に関する本がたくさん

置かれていました。 

   

 
 一日の間に、日本とは違ったイギリスの司法、立法の中核施設を覗き見し、貴重な体験をするこ

とができました！ 
皆さんも、是非本プログラムに参加して、実際の雰囲気を感じてください♪ 
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Court Visit（裁判傍聴） 
 

Court Visitではイギリスの実際の裁判を傍聴することができます。傍聴するのは日本の刑事裁

判にあたる Magistrate’s Court と Crown Court です。両方ともケンブリッジの街中にあり、行く

ときには PA たちが付き添ってくれます。 

 

 裁判所の建物に入るときには、身体検査を受けなければならず、入口からピリッとした空気が感

じられます。普段陽気な PA たちも真剣な表情になり、静かにすることや、裁判中に決して寝ては

いけないことなどを注意されます。前日にはしっかりと睡眠をとっておきましょう。 

 

 イギリスと日本の裁判制度には相違点が多 

くあります。例えば、日本の検察官の役目は 

弁護士が担いますし、Magistrate’s Court 

では、一般市民であるボランティアが裁判官 

のように判決を下します。また、裁判官や弁 

護士は、ヨーロッパの貴族が着ていたような 

カツラを被っています。裁判中は法廷にいる 

人々の服装にも注目してみて下さい。 

 

そして何より苦労するのは英語の聞き取りです。裁判で話される英語は、当然ながら留学生に配

慮されたものではありません。私も内容を推測しながら聞き取ろうとしましたが、全てを理解する

ことはできませんでした。しかし、裁判の後には PA が内容の確認をするグループディスカッショ

ンを開いてくれるので不安に思うことはありません。 

 

 今年は運よく、本職の裁判官の方のお話を伺ったり、さらには質問をさせて頂ける機会がありま

した。裁判官としての志や誇りなどの熱いお話を聞くことができ、貴重な体験となりました。 

（注：来年同じ機会があるとは限りません） 

 

長時間、英語を聞き続けることは大変

です。しかし、自分が聞き取れた内容が

正解だったとき、それは自分のリスニン

グ力の自信へと繋がります。さらに、こ

こで得た知見は、普段の授業の理解を深

め、模擬裁判の参考にもなります。今後

に繋がる、またとない経験になりました。 
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Introduction to English Law 
  

Cambridge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、イギリス法の基礎知識や歴史、変遷、EU 法や他国の

法律とのかかわりなど、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。 

本年度はホットトピックである Brexit 問題、EU 問題などを特に重点的に学びました。また、イ

ギリス法における契約法、不法行為法など日本法とは違った個々の法律を学ぶことができます。

Jackie 先生による法律の授業は毎回全員楽しく、興味深く参加することができます。 

 

授業形式 

この授業は、参加者全員が同じクラスで学び、Jackie先生が各トピックについてスライドを使っ

て説明してくださり、印刷されたスライド集や知識のすべてが詰まった冊子、関連する知識のドキ

ュメントをたくさんもらえるので、それらは財産となると思います。ただ講義を聴くだけでなく、

自分たちで考え、発言する時間を与えてくれるので全員が積極的に参加できる環境です。 

ミニゲーム式のリマインドの時間や、事例問題をコメディーの寸劇で表現するというアクティビ

ティーもあるので、毎日、新鮮な気持ちで参加することができます。 

Jackie 先生の知識のすべてを惜しみなく享受することができるので、プログラムで最も貴重な

時間といっても過言ではありません！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction to English Law の授業を受けるにあたって前年度生からのアドバイス 

 

・とにかく積極的に授業に参加する姿勢が大事！！ 

・すべてを吸収する気持ちで参加すると、理解度が全然違う。 
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・寝る前に翌日の授業の教科書の部分を少しでも読むと、理解が深くなった。 

・時間のある時に単語の復習をしておけばよかった。 

・イギリス法と比較して学ぶために、日本の法律の仕組みをもっと詳しく調べ、さらに英語で説明

できるようにしておけばよかった。（イギリスのことは Jackieが教えてくれるけど、逆に日本の

ことは質問されるから！！） 

・現地では、事前にもらった予習資料などをとにかく読み込んで理解を深めた。 

 

■参加者の声 
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の視野の広さを知ることができた。広さを

知ることができた。 

普段大学で勉強している法律とは別のこ

とを学んでいたし、幅広い分野の法学を

勉強できた。法律の勉強に視野の広さが

大切なことを知ることができた。 

やる気が出るような授業編成だっ

た。アイディアを出したり主体的に

動くことができるようになる授業

だった。 

日本の授業より、いろいろな意見が

受け入れられる雰囲気だった。間違

えにも寛容的な感じがよかった。 



English for Legal Purposes ① 
 
■English for Legal Purposes とは 

 この授業では、参加者を半分に分け、およそ 15 人で１クラスとなります。担当の先生は、

Introduction to English Law と同じ Jackie 先生です。授業の冒頭では、Jackie 先生が毎回色々

なゲームを用意してくださり、朝起きたばかりで寝ぼけ眼だった参加者たちも、夢中になって勝敗

を競いました。こういった先生の工夫のおかげでとても楽しく授業を受けられました。 
 

次に、内容についてです。この授業では、エッセイ(論文)の書き方や語彙を習います。また日常

生活での英語、社会問題についてのキーワードについても学べました。 
エッセイについてはフォーマルな文章の作り方を学びました。この知識は、TOEIC のライティ

ングの試験でも役立つので、とても実践的です。また、プログラムの最後の試験で論述する際に、

この授業で習うエッセイの書き方を使うのでとても重要な授業です。 
 

ここで、重要だと思われるいくつかの授業を紹介していきます。 
 
・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、法律エッセイの書き方、そこで使用するフォーマルな英語、フォーマルではない

英語を学びます。例えば、because はフォーマルな表現ではないので、代わりに since を使う、な

どです。その他にも、事例問題の解決策を論じる、ソリューションエッセイの書き方を学びます。

どのような手順、段落構成でまとめるのか、Jackie 先生が添削しながら教えてくださいます。また、

判例を読み、それを簡潔に整理するケースノートの書き方も学びます。問題の論点がどこにあるか

理解するうえで、とても重要なスキルです。 
 
・ロールプレイング 
 これは、判例をもとに、2 人組で弁護士役と被害者役に分かれ、被害者に相談を受けたとき、弁

護士はどのようにアドバイスするかを考え、演じてみるというものです。なかなか経験がないスタ

イルのアクティブラーニングに苦戦しながらも、皆、真剣に演じていました。 
 
・労働交渉、仲介 
 この授業では、法律に関する事の他に、フランスで実際に起こった労働問題について、クラスの

半分は雇用者、もう半分が労働者となって労働交渉をしたり、結婚を控えた夫婦の夫側の弁護士と

妻側の弁護士となって、財産分与について、交渉したりしました。時間が進むにつれ、双方で白熱

したバトルのようになることもありました。 
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English for Legal Purposes ② 
 
↓朝のゲーム、罰ゲームにみんな大爆笑       ↓最後の授業後、Jackie 先生とクラス全員で 

楽しむときも全力です！！              1か月で仲良くなりました！ 
  

   

 
・Jackie 先生の紹介 
 
 Jackie 先生は、毎年このプログラムで、私たちにとても分かりやすく授業をしてくださる先生で

す。お人柄がとても素晴らしく、時に真面目に、時には(いつも？) 一緒にゲームで全力で走り回っ

たり、ゲラゲラ笑ったりと、ユーモアに溢れ、いつも私たちを楽しませてくれます。 
  

    
 
 

22 



Guest Lectures 

 

◆「難しい…けど面白い！」講義 

 ゲストレクチャーとは、プログラムの後半からケンブリッジ大学の先生方を実際にお招きし、３

つの専門分野について学ぶ講義です。世界で話題のテーマについてじっくりと考えるもので、個性

の強い先生による分かりやすい説明にみんな引き付けられます(笑)。ハイスピードの英語を注意深

く聞くため、この頃からみんなのリスニング力がめちゃめちゃ上がります！ 

 

◆重要な３テーマについての講義 

 本プログラムでは、イギリス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。今年は「Family Law(家族法)」、「AI Law（AI法）」、「Intellectual Property Law

（知的財産法）」の３つ。各テーマの概要について、簡単にご紹介します。 

 

〔Family Law（家族法）〕 

「結婚＝男女」の価値観はもう古い！同性愛は認められるべ

きか？そもそも婚姻・離婚とは何か？人の性に関する問題を

あらゆる視点で考えます。遺産分割を１つとっても国ごとに

こんなにも考え方が違うのか、と納得させられるその講義は、

持って帰る物だらけです(笑)。日本の婚姻制度が世界でどの

立場にいるのかも必見です。 

 

 

〔AI Law（AI法）〕 

科学技術の発達でどんどん便利になる社会。AI が普及した未来は

どのようなもので、それはいつ頃訪れ、今どの時点まで来ているの

かあなたは説明できますか？そしてその社会ではどんな仕事が存

続するのか？人間と AIは共存できるのか？AIの責任は誰がとるの

か…？未来という未知数を考える講義に、みんな釘付けです！ 

 

 

〔Intellectual Property Law（知的財産法）〕 

あなたのアイデアや発明が突然誰かに奪われたら、どうや

って自分を守りますか？ 目に見えない財産を守ることの

重要性やその方法を、様々な例を基に考えていきます。「会

社のロゴは何のためにあるのか？」や「コカ・コーラの重要

性はロゴにある？それとも味？」といった身近な問題を法

学の視点で考えていきます。 
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Mock Trial 
 

Mock Trial とは、研修の終盤に、全員で英語で行う模擬裁判のことです。配られた Mock Trial
の冊子に記された事件について、起訴側のチーム、弁護側のチーム、被告人や証人、裁判長や案内

人、陪審員などの役割分担をした後、本番のためチームで準備をします。 
  

一人ひとりが裁判の成功に重要な役割を

持ち、特に弁護士や検察官の責任は大きい

です。PA の助けを借りながらチームの中で、

主張すべき論点を一致させ、事件の認識を

深めていきます。勝ちを目指して、チームで

取り組んでいくので、チームの絆が一段と

深まっていきます。 
ケンブリッジの学生は、普段からこのよ

うな法律の討論や交渉、その準備をしてい

て、このMock Trialでその体験ができます。 
 

裁判の本番は、イギリスの裁判における伝統的な鬘を被った裁判長や正装のローブをまとった

Barrister(法廷弁護士)、それぞれ個性豊かな証人たちが揃うと、模擬とはいえ本当の裁判が行われ

ているような緊張感がありました。      
裁判では、準備していた供述を言うだけではなく、相手が用意していた質問に即座に英語で対応

しなければなりません。多くの人が苦戦し、一貫した主張ができなかったり、言いたいことをうま

く伝えられず、終わった後に悔しがっている姿もありましたが、3時間以上の白熱した裁判の後は、

皆、安心感と達成感に安堵の表情を浮かべ、敵味方関係なく PA やメンバーと互いの健闘を称えあ

い、新鮮な衣装と共に写真を撮ったりしました。                                                                 
 

研修の忙しい終盤の中で行われる、大変なイベ

ントですが、普段日本の法学部の授業を受けてい

るだけでは体験できない、とても貴重で、思い出

深い機会でした。 
Mock Trial は皆さんの刺激になり、成長につ

ながる、素晴らしい体験です。どの役になっても

きっと大きな達成感を味わえます。 
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各役の感想（裁判長・陪審長） 

 

【裁判官】 

 イギリスの陪審制における裁判は、裁判官 1人と陪審員 12人（今回の Mock Trialでは裁判官 1

人、陪審員 9人）から構成されています。日本の裁判とは異なり、有罪・無罪を決めるのは陪審員

のみで、裁判官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ます。そこで、裁判官は Defendant（被告人）側の主張

と Prosecutor（検察）側の主張を要約し、法的論点にも言及しながら、陪審員に対して事件の概要

を説明します。 

 裁判官は裁判の場で最も法律知識を必要とされる立場だと思っ

たので、事前に罪状の定義や判例、量刑判断基準などを PAの助け

を借りながら調べました。また、被告人側・検察側双方から提出さ

れる異議申立てに対して即座に判断しなければならず、大変な面

もありました。 

 最後に被告人に対して量刑を告げる際には、かなり迷いました。

自分の判断で決まってしまうのかというプレッシャーの中で、客

観的に事件を見ることができているか、提出された証拠を考慮し

ているかなど、考え方を試されている気持ちがしました。模擬とい

う場ではありますが、裁判官という貴重な経験ができ、終わったあ

とはやって良かったという達成感がありました。法曹界を目指し

ている方にはオススメしたいです。 

 

【陪審員】 

イギリスの裁判では、刑事裁判、民事裁判の一部に陪審員が参加し、被告人の刑事責任について

判断します。日本の裁判員制度に似ていますが、陪審員はその量刑については検討せず、有罪か無

罪かについて陪審員のみで判断します。 

実際の裁判では、無作為に選ばれた 12 人の中から 1 人の陪審長が選ばれ、他の陪審員の意見を

引き出したりまとめたりし、判断結果を裁判官に報告します。私は Mock Trial でその役を担いま

した。今回の模擬裁判では陪審員は 9人で、全員が真剣に事件について考察し、争点をめぐって何

度も議論を重ねましたが、結局、最後まで全員の意見は一致し

ない程でした。 

この役職を通して、なにより他人の人生を左右することの責

任を痛感しました。私が感情移入しやすい性格であるというこ

ともありますが、模擬とはいえ私たちの判断、私の報告によっ

て被告人の人生が決まるという責任をリアルに感じ、将来どこ

に行こうと、この緊張感を常に持っておかなければならないと

思いました。 
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各役の感想(証人・被告人) 

 

【証人（刑事）】 
僕の役は Chief Detective Inspector で、いわゆる

ベテラン刑事です。模擬裁判で最初の証人であり、事

件に直接関わっている人物だけあって、自分の発言が

戦局を大きく左右します。相手のどんな質問にもクー

ルに、そして自信満々に答えるために、セリフや仕草

を何度も練習して覚えたことを今でも鮮明に覚えてい

ます(笑) それでも本番は緊張して言うべきことを忘

れ、時間も忘れて１人で質疑応答を 40分もしていたと

か…。証人は地味だなと思っているそこの君！そうで

す、キミです。この役は裁判の中でも演技力や暗記

力、反対質問に対する臨機応変な対応力が求められる

とても重要な役です。思った以上に大変ですが、証言

によって過去の事実を自在に作れたり、証言中に質問

者と心理戦を繰り広げられたりと魅力が満載です！ぜ

ひ体感して何が起こるかわからない本場の裁判を味わ

ってみてください(笑) ちなみに僕は当日、判決後に被

告人を拘束して連行しました。 
 
 
【被告人】 

私は被告人役を担当しました。被告人はほとんど弁護士チーム 
と共に活動をし、当日までは、ストーリーを考えたり、質問に対 
する返答を用意するなどの準備を進めます。 

 
模擬裁判当日はかなり緊張しながら証言台に立ちましたが、事 

前に練習していた部分は順調にこなせました。しかし、予想外の 
質問に間違った返答をしてしまい、法廷がざわつくというハプニ 
ングも…裁判でのひと言ひと言がいかに重要なものであるのかを 
身をもって感じました。 

 
裁かれる身である被告人をやっていると不安に思うことがある 

ともいますが、そんな時、弁護士チームの存在は強い心の支えに 
なります。被告人にとって、弁護士がついていることの重要性も 
体感することができた模擬裁判でした。 

皆さんも被告人を目指し、是非ここでしかできない体験をして 
みて下さい！                      
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各役の感想（検察側・弁護側） 

 

【検察側】 

私は模擬裁判において、上級検察官という役割をもらいました。イギ

リスの司法制度において、検察側には「有罪の証明責任」があります。

そしてイギリスは陪審制をとっているため、被告人が有罪であることを、

わかりやすく陪審に説得する必要があります。 

私たち検察チームはまず、検察官と証人とで基本となる事実の確認を

行いました。そして、私たちの心強い味方である PAの Maggieと一緒に

証人尋問の時に使う質問を考え、陪審員が事件の全貌や法的事象を理解しやすいような順番に組み

立てて行きました。そして、弁護側の証人を威圧できるような説得力のある質問の仕方などを練習

しました。 

本番当日、模擬裁判は予期せぬアクシデントの連続でした。検察側の証人が証拠の数を間違えて

しまっていたり、反対尋問でコテンパンに質問攻めにされていたり…。しかしこちらも、「異議あ

り！」と応戦し、検察チームで新たに質問を考えながら、一丸となって戦いました。結果勝ち取っ

た有罪判決は、本当に嬉しかったです。検察側が背負っている責任の重さを感じることができ、ま

たイギリスの裁判制度についての見知も深められた、貴重な経験となりました。 

 

【弁護側】 

私の役割であった Defense solicitor とは、被告側の事務弁護士の

ことで、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。具体的には、まず、裁判におけるルールを理解したり大まかな

弁護戦略を立てたりします。次に、全ての証言をもとに被告側に有利と

なるように話を進めるための材料を弁護チーム全員で探し、そこから尋

問を考えていきます。裁判中は、証言や尋問を通して明らかになる新し

い情報を用いて、更に被告側に有利となるような材料を探し、Defense 

barrister （被告側の法廷弁護士）に尋問してもらう、といった形で弁護します。Defense solicitor 

は、法廷内では Defense barrister以外と話すことはありませんが、裁判の行く先を大きく左右す

る重大な役割だと思います。 

Mock trial は文字通り“模擬”裁判ですが、検察側や証人がどのような主張をしてくるのか全

く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

持って弁論していくために、私たち弁護チームは授業終わりやお昼休み、休日まで打ち合わせを重

ねました。裁判中は緊張や不安でいっぱいでしたが、今まで打ち合わせを重ねてきた仲間と一緒で

あることが何よりも心強く、改めてチームの大切さを実感しました。 

実は、弱い立場にある人を法律で守りたいという夢があったにも関わらず、他の授業で精一杯に

なっていた私は Defense solicitor の役割を希望することを躊躇ってしまいました。結果として、

Defense solicitor の役割をやりきることができ、裁判のことのみならず自分の限界に挑戦するこ

とが出来たとても貴重な経験になりました。 
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PA Activity 

 
 PA アクティビティーは、私たちが PAとの交流を深めるため、また息抜きをするために PAが企

画してくれるアクティビティーのことです。 

 

■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大会です。とは言ってもスポーツをするのでは

なく、PAが考えてくれた一風変わったゲームをチームに分かれて競います。最初はノリきれてい

なかった人たちも段々と本気になって、とてもアツいオリンピックとなりました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■クイズ大会 

 

 クイズ大会は、１チーム４人くらいに分かれて様々な種類のクイズに答えます。一番盛り上が

ったのは、PAの幼少期の写真を当てるクイズです。最終的には 1点差で優勝が決まるという接戦

になりました！ 

 

私たちのチームは優勝してお菓子をもらいました♪ 

       企画してくれた PAたちと 

      留基礎からお世話になっているシャープ先生 
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Formal Dinner 

 

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。 

 正式なディナーパーティーということで、カレッジの中庭でのド

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する

など、日常では味わえないイギリスならではの雰囲気を楽しめます。

食堂スタッフの方々がワインを注ぎに来てくれるので、何だか大人

になった気分になりました。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、1度は経験しておくと社会

に出てから役立つかもしれません。ワインの飲み過ぎには注意が必

要ですが…。 

 イギリスでの普段の食事に関しては好みが分かれる一方で、

Formal Dinner の料理はどれも美味しくみんな大満足でした。前菜か

らメイン料理、デザートまで出るのでとても充実しています。 

 

 最後の Formal Dinnerでは、過去にケンブリッジ大学法学研修プログラムに参加して今はイギリ

スのロースクールで勉強している、また、海外で外交官として活躍されている明治大学の先輩方と

一緒に食事をし、スピーチをしていただきました。ケンブリッジでの経験がどう生きているか、挑

戦することの大切さなどを伝えていただき、刺激的で貴重な機会になりました。 
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イギリスの情報① 食事 

 

■寮での食事 

カレッジ内での食事は寮でのビュッフェ形式です。料理

もいろいろで好きなものが選べます。カレッジにいる間で

４回くらいフォーマルディナーがあります。 

 

 

 

 

 

 

（上：ビュッフェテーブル） 

（右：フォーマルディナー時のテーブル 

ちなみにこの日の料理は、 

・アーティチョークのサラダ 

・ラムのランプ肉のロースト 

・チョコレートケーキとチェリー味のソルベでした。） 

 

 

 

■ケンブリッジのパブ 

寮に一番近いのは「Eagle」というパブ。みんなめち

ゃめちゃここに行きます。ただしイギリスのパブは日本

の居酒屋と違っておつまみがないので、何か食べてから

行くべき。近くにマックもありますが平日は閉まるのが

早いので注意が必要です。（ちなみにケンブリッジには

朝まで開いているお店はほとんどありません！）もし

「Eagle」に飽きてきたら、

「NOVI」というバーもおすす

め。カクテルが映えるし雰囲

気もとてもおしゃれです。

NOVIはセキュリティーがいる

のでパスポート必須。 

（左：NOVIのカクテル） 
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■日本食が食べたくなったら 

下の写真は寮の近くの「Ittou 麺」と

いうラーメン屋。割と日本のラーメン

に近い味です。   

他にも、「WASA 

BI」というお寿

司屋さんも割

とおいしいで

す。すしに限ら

ずカツカレー

などもあり、種

類が豊富です。お弁当のようになって

いるのでテイクアウトも可。 

 

 

 

 

 



イギリスの情報② 交通情報 

 
■イギリスの鉄道 

 ケンブリッジからロンドンへ行くには列車を利用します

が、列車の座席は日本の特急列車のようになっているため車

内では快適に過ごすことができます。路線は 2 つあります。

１つ目はロンドンのキングスクロス駅に着く路線です。キン

グスクロス駅まで停まらない列車であれば、１時間ほどで着

きます。もうひとつはロンドンのリバプールストリート駅に

着く路線です。リバプールストリート駅までは、1時間 30分

ほどかかります。列車の料金はチケットを買う時期、列車の出発日、発車時間によって異なります。

また、片道よりもケンブリッジ駅からの往復のチケットを買った方がお得です。さらに、ケンブリ

ッジ駅ではロンドンの地下鉄が乗り放題付きのチケットも買うことができます。ケンブリッジから

ロンドンまでの往復＋地下鉄乗り放題付きのチケットは￡15 前後です。他にも安く鉄道を利用す

る方法としては Railcard というアプリやオイスターカードというロンドン市内の公共交通機関を

対象とした IC カードを使うことがあります。オイスターカードはロンドンの駅の券売機で簡単に

買うことができます。 
 キングスクロス駅はハリーポッターの舞台になっており、駅の中には 9と 3/4 番線を再現してい

る場所があります。ぜひ探してみてください。 
 
■イギリスのバス 
 イギリスのバスといえば世界的に有名な赤色の 2 階建てのバスが思い浮

かぶと思います。ロンドンのバスは現金での支払いが廃止されたため、オイ

スターカードやクレジットカードなどでしか利用できないので注意が必要

です。見晴らしがいい 2階から見るロンドンの街並みは最高です。 
 
■イギリスのタクシー 
 イギリスのタクシーの種類は主に 3つあります。１つ目は世界的に有名なブラックキャブという

ロンドン交通局認定タクシーです。2 つ目は完全予約制で専用のライセンスを持っているミニキャ

ブで、ブラックキャブより安く利用できます。3 つ目は日本ではあまり馴染みのない Uber です。

アプリで配車を依頼でき、運転手は一般の方ですが、料金はミニキャブより安い場合が多いです。

私達はタクシーを利用する機会はそう多くはありませんでしたが、何度か Uber を利用しました。 
 
■イギリスの飛行機（LCC） 
 エディンバラなどの遠くへ行くのであれば、飛行機がおすすめ

です。イージージェットなどの LCC を早めに予約すれば鉄道より

も安く早く行くことができます。おかげで、エディンバラでは時

間にもお小遣いにも余裕ができ、十分に楽しむことができました。 
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イギリス情報③ お土産 

 

■紅茶 

イギリスのお土産と言えば、紅茶。Whittardや EAST INDIA COMPANYな

どのお店で紅茶を購入できます。綺麗な缶に茶葉が入ったものや、ティ

ーバッグが箱に詰められたもの、袋に詰められたものなど様々なサイズ

があります。フレーバーも豊富なので、プレゼントする相手が喜びそう

なものを選ぶことができます。 

 

 

 

■ケンブリッジパーカー 

  ケンブリッジ大学に留学に行ったら、大学グッズも購入してお 

きたいですよね。実際に、多くの参加者がパーカーを買っていま 

した。ケンブリッジの街には大学グッズを売るお店が何件かあり 

ます。なるべく安く手に入るお店を探すことをお勧めします。紺、 

グレー、えんじなどカラーバリエーションも豊富です。 

 

 

 

■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。お店としては、ウォッカーズの商品が有名です。スーパ

ー、デパート、空港でも購入できます。比較的お手頃なお値

段なので、ちょっとしたお土産や、大人数へのお土産にも最

適です。 

  

 

■M＆Sで購入したお菓子 

イギリスには M＆S というスーパーマーケットがありま

す。そこでは、日常品のほかに安くて美味しいお菓子を購

入することができます。種類が豊富なので、人に聞いたり、

ネット等でおすすめのお菓子を調べたりして、購入すると

良いと思います。 
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寮生活について 

 

ケンブリッジ大学法学研修中の普段の生活は寮生活となります。授業や PA 達とのレクリエーション

など様々な忙しいスケジュールの土台となる寮の活用方法で研修全体の快適度合いやスムーズさに大

きな差が生まれるので、頑張って使いこなしましょう！！ 

・部屋について 

研修では一人一人に部屋が与えられま

すが、ランダムに与えられるので間取りは

とてもバラバラです。私と友達の部屋は 2

倍以上の差がありました(笑) 棟によっ

て窓から見える風景は様々で他の部屋に

訪ねてみるのも面白いですよ！！私の部

屋はとても広く景色も良かったので、別の

棟の友達も集まって毎日 5～7 人で夜にジ

ュース片手に勉強したり、トランプで大盛り上がりしたりして、この研修をより色鮮やかにしてくれま

した！！ 

・シャワー・トイレについて 

寮生活では各階に 1 つのシャワー・トイレを共同で使います。しかし、事

前に抽選で選ばれた 4〜5人は、シャワー・トイレ付きの部屋を与えられ、自

分の部屋でシャワー・トイレを使うことが出来ます。共同の方を使う人は同

じ階の人と話し合って仲良く順番で使ってください。トイレは大学の内部に

いくつかあるので、余裕がある人は別の所を使うとスムーズかもしれません。

私は夜もシャワーに入っていましたが、他の人より早く起きて毎日朝シャン

もしていました。早朝だと、他の人を待つ必要もないので自分のタイミング

で何回もシャワーに入れます。シャンプーやリンスは備えついていないので、

近くのスーパーで買うか、日本から持っていくようにしましょう！ 

 

 

・カギについて 

 最後に寮のカギについてです。寮のカギは寮そのものの入り口のカギと個人部屋のカギの 2 つに分

かれています。カギはオートロックなので一度外に出てしまうと勝手に閉まってしまいます。今回の研

修でもカギを部屋の中に入れたまま出てきてしまい、入れない人が多くいました。特にシャワーの際に

忘れてしまうと、パンツ 1枚で外に待機という大惨事を巻き起こすことになるので、十分注意しましょ

う！！ 
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留学中の生活 

  

留学中の生活に関して気になる方も多いと思います。以下に示したものは、テスト一週間前 

（Mock Trial の役職によってはその準備に追われる時期）という比較的忙しい時期のスケジュー

ルの一例となっています。もちろん、ずっと忙しいわけではありません！留学の前半は自由に過ご

せる時間が多く、土日は授業がないので遠出することもできます。  

  

7:00 起床  

アラームとの 1時間の格闘の末、ついに起き上がる。部屋の外からも物音がし始める。  

 

8:00 朝食                       

今日も早めに食堂へ向かう。ライ麦食パンとメロンは定番に

なりつつある。締めにコーヒーを飲んで活動モードへ！  

  

8:45  授業開始  

午前の授業開始時刻はあっという間にやってくる。（English for Legal Purposes→p21～p22）

ディベートは論理的に自分の意見を主張するのが難しい。  

 

10:15  DG（PA Discussion Groups）②   

前日にゲストレクチャーで扱われた内容の解説を PA がし

てくれる。（PA→p8～p9）一つ一つ細かく掘り下げてくれるの

で理解が深まる。  

  

12:30  昼食   

  毎回メニューが変わり飽きることはない。バイキングなの 

で取りすぎがちだが、午後の授業にも備えて量を抑える。 

14:00  イギリス法の授業開始  

午後の授業は大ホールで行われる。（Introduction to 

English Law→p19～p20）ジャッキー先生は、いつもとは違

ってなぜかレジュメを配ってくれない。今日はより主体的

な学びを求めているようだ。  

  

15:30  ゲストレクチャー                    

（Guest Lectures→p23）今回は予習をしっかり行ったので内容が頭に入ってくる。けれども、授

業レベルが高いことに変わりはない。  
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16:45 授業終了 

 

 

 

 

                  

18:00  夕食  

美味しくて、好きなだけ食べられるから外で食べるという     

選択肢はない。メインディッシュはどれも豪華で何にするか迷

う。  

  

19:00  買い物  

水と空き時間に食べる菓子がなくなってきたので、近くのスーパーへ買い物に行く。この時間

にしてはまだ外は明るい。  

  

 

20:00  洗濯  

洗濯物がたまってきたのでランドリーへ。普段は使わな

いコインがここで重宝する。  

20:15  入浴  

洗濯をしている間にシャワーを浴びる。そろそろ湯に浸

かりたい気持ちも少しはある。  

  

 

20:45  洗濯終了  

再びランドリーへ行って、洗濯物を回収。まだ湿っているので部屋干しをする。  

  

21:00  勉強  

ジャッキー先生の授業の復習とゲストレクチャーの予習を中心に行う。多量の英文を読むこと

になるから辞書は欠かせない。  

  

 

22:45 友達と団らん 

イーグルから帰ってきた友達が、シャワーを浴びに自分の部屋

にやってきた。寝る準備が整ったら、たわいない話をしあって寮

生活を満喫！                        

  

24:00 就寝  

あっという間に一日が終了。今夜もぐっすり眠れそう。  
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1日のすべての授業が終わり、開放感でいっぱいになる。 

気晴らしに友達と卓球をする。みんな腕前あるなぁ。 

 



 

持ち物についてのアドバイス 

  

海外旅行には持ち物の不安がつきものですよね。でも心配ありません！事前に参加者に配布され

る旅のしおりにはかなり詳しい携行品リストがついていて、これを見ながら準備をすれば最低限必

要なものをそろえることができます。また大抵のものは現地で購入も可能です。 

ここでは、携行品には載っていないものの、私たちが現地に持って行って役に立ったものを紹介

します！ 
 
 ■日本食 
 休日はカレッジの食堂は朝食時だけ開きます。遠出のために朝早く出発する場合は朝食に間に合

わないこともあるので、食品を持っていくと安心だと思います！寮のキッチンには電子レンジやポ

ットがあり、利用可能です。フリーズドライの味噌汁や緑茶のティーバッグ、レンジで温めるごは

ん、カップラーメンなどを持ってきている人が多かったです。食品と一緒に、箸やスプーン、プラ

スチック製の耐熱コップを持っていくととても便利です！ 
 

■ハンガー、洗濯用品 
 ほとんどの部屋に備え付けのハンガーがありますが、個人的には足りなかったので、数本持って

いくと安心だと思います！百均の小物干しは部屋によっては使いづらいので、洗濯ひもがおすすめ

です！また、洗濯用洗剤は液体洗剤を小さなボトルに入れ替えたり、市販されている小分けの旅行

用洗剤を持参したりすると良いと思います！ 
 
 ■現金 
 クレジットカードがほとんどのお店で利用可能ですので、現金はそこまで沢山は必要ありません。

割り勘や洗濯に使う分を考えると、三万円程両替してあると安心です。 
 
 ■着替え 
 8 月のイギリスは平均気温 15 度から 20 度と過ごしやすいですが、寒暖差が激しく朝は 10 度を

下回る日もあったので、かさばらない羽織物は持参したほうが良いと思います。（個人的には某社

の〇ルトラ〇イト〇ウンが重宝しました） 

 また、今年は日本同様異常気象のようで、30度を超える日が数日ありました。冷房はありません

…。 

 
 ■持ち物ではありませんが、荷物の最終的な重量には注意してください！荷物を二つに分けるな

ど工夫してみてください。ちなみに私は羽田で超過料金を支払って出発しました… 
  

ご紹介したほかにも、持ち物につい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

との交流会があるので、詳しくはぜひその機会に質問してください♪ 
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トラブルについて 

 
海外で過ごすにあたってはトラブルがつきものです。「自分は用心しているから絶対大丈夫！」

と思っていても、思わぬトラブルに巻き込まれることだってあります。今回の研修期間中にも、ト

ラブルに遭った学生が複数いました。 
実際にあった例．．． 
・パリでスリに遭い、財布を盗まれる 
・予約したホテルが仲介業者のミスで取れていなかった 
・風邪が蔓延した など 
そこで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たいと思います。 
 
＜留学準備＞ 

起こり得る全てのケースについて対策することはできませんが、とりあえず以下のものは忘れな

いようにしましょう。 
■入国に必要な書類（入国時からトラブルに遭いたくないですからね！） 
■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を崩しやすいです。実際、

かなりのメンバーが風邪をひきました…。） 
■お金（大抵のことはお金が解決してくれるでしょう。現金と口座に分けて、多めに用意しておき

ましょう。） 
 
＜現地での心構え＞ 

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、寮の連絡先をメモしておくこと 
■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 や SIMカードなど） 
を忘れないようにしてください。現地では、ジェームズ先生や PA がさらに細かく注意をしてくれ

ます。しっかり話を聞きましょう。 
 
＜もしトラブルに遭ってしまったら＞ 

とにかく落ち着いて、引率のジェームズ先生か PA に連絡をして指示を仰ぎましょう。自分ひと

りで解決しようとせずに、周りの友人や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

に繋がります。 
 

ここまで色々と書きましたが、トラブルばかりを気にしていては留学生活を楽しめなくなってし

まうかも。身体さえ無事であれば問題はないので、最低限の注意はしつつ、チャレンジ精神をもっ

て様々な場所に足を運んでみてください。 
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次年度の参加者に向けて 

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において、最も貴重だと筆者が

考えるものは「出会い」と「刺激」である。共に参加する明治大学と立命館大学の学生、講義を担

当くださる先生方、ケンブリッジ大学の PA 達、その他ゲスト訪問する過去の研修の関係者など、

出発前に想定などし得ない人々と出会うことになる。その出会いは間違いなく、参加者諸君に刺激

を多分に与えるだろう。国際的に最高峰の権威を誇るケンブリッジ大学で学ぶ PA 達は例外なく秀

才で、講義なさる先生方はその分野の権威の一人である。研修の中でその深い英知の覗く瞬間があ

る。知的好奇心に満ちた参加者諸君ならば、震慄と興奮を覚えるに違いない。 

PA 達や先生方と会話するのは当然英語である。平たい言い回しだが、完璧な英語力は必要ない。

必要なのは、伝えようとする「真心」と、聞いてほしいという「熱意」である。彼ら彼女らは英語

の母語話者なので、片言の英語もそれなりに理解してくれる。小難しい単語や言い回しは要らない。

簡単な言い回しすら思いつけない場合は‘Because of my small vocabulary, can I use a 

dictionary?’などと言ってその場で調べればいい。伝えようとすれば、どんなに小さな語彙力でも

会話になるだけの語彙はひねり出せる。さらに言えば、会話では相手がどれ程自分と話したがって

いるかを感じ取る。口に出さずとも、視線、身振り手振り、声色などにその熱意は濃く表れる。そ

の熱意が相手に伝われば、こちらの語彙が足りなくても、間違えていても、頭で補って理解しよう

としてくれる。時には正しいものを教えてくれる。反対に、熱意が伝わらなければ、そのような会

話に飽きてしまうに違いない。研修が始まるまでに英語力を高める努力は怠らないでほしいが、英

語力とは違う「会話力」も併せて準備してみてほしい。 

これを読んだ諸君がこの研修に参加しようと決断したならば、現地で PA 達、先生方と他の参加

者の誰よりも沢山の時間を過ごそうと努力してほしい。彼ら彼女らは一見すれば学問に偏ったタイ

プにまったく見えないにもかかわらず、信じられないほど沢山の事を考えていて博識である。筆者

自身、こんな同い歳がいるのかと驚嘆した。彼ら彼女らの為人を感じ取るためには、関係を持たね

ばならない。会話しなければいけない。研修の時間割に従うだけでも関わる時間はある。しかし、

設定された時間以外の交流と会話にこそ彼ら彼女らの為人としての重み
、、

、深さ
、、

が表れていたと思う。

筆者はこの年度の研修の参加者の中で、最も長い時間を PA や先生と過ごしたと自負している。だ

からこそ得られた経験があると信じている。その経験のおかげで、筆者はこの研修のあと帰国後す

ぐ、人生の歩みを大きく転換する決断ができた。大学入学時に目指すことにした将来をやめ、新た

な未来に向けて奮闘してよいと思わせる経験だった。次年度の参加者にも筆者が感じた目の覚める

ような経験をしてほしいと願う。 

そして、次年度の参加を決断した、もしくは検討している諸君は、この冊子を使い倒してほしい。

この冊子はともに参加した仲間たちが諸君の力になると信じて作ったものだ。余すことなくこの冊

子の情報を読み取ってイメージを膨らませ、まだ見ぬ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に思いを馳せてほしい。 

最後に、この稿の機会をくれた編集員方々に謝意を表したい。編集員方々の尽力の陰でこの冊子

が完成した。筆者の不手際にも協力してくれた。御礼もうしあげる。 

この稿の執筆を通して、ともに参加した仲間たち、明治大学の先生や事務室職員の皆様、全てを

列挙できないが、関わったすべての人のおかげでこの研修が貴重なものになっていると痛感してい

る。ここに無上の感謝を表す。 R.K. 
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フォトスペース 
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2019 年度研修実施概要 

 

〇期間 

 2019 年 8月 14日～9月 9日 

 

〇参加人数 

 23 名 （他、立命館大学法学部から 6名） 

 

〇宿泊先 

ケンブリッジ大学 コーパス・クリスティ・カレッジ 学生寮 

 

〇参加費用 

 約 60 万円（寮の食堂で利用可能なミールカード代金を含む） 

 

〇単位認定 

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

 

〇応募資格 

 ・本学学部の 2～4年生（2019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 2019年度に履修するか，またはすでに履修済みであること 

   

〇出発から帰国までの流れ 

1月 17 日（木）～4月 3日（水） 応募受付 

4月 8日（月） 選考（面接及び書類選考） 

4月 9日（火） 選考結果発表 

5月～7月 第 1回～第４回オリエンテーション 

及び昨年度参加者との交流会 

8月 14 日（水）～9月 9日（月） 研修 

9月 26 日 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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編集後記 

 

最後までこの冊子を読んでくださりありがとうございます。編集作業は正直楽なものではありま

せんでしたが、この作業を通じてケンブリッジでの時間を思い返すことができ、またほかの参加者

のみんなの思いを知ることもできてとても幸せな時間でした。私がこの研修に参加したのは、特に

イギリスについて学びたいという強い気持ちからではなく、就活の面接のネタに使えるのではない

かという軽い考えからでした。そのような気持ちで参加した中、周りには法曹を目指していたり海

外で働くことを考えていたりするような人たちが沢山いて、正直場違いなのではと悩んだ時もあり

ました。しかし実際に研修を終えた今、参加したことに全く後悔はありません。もちろん面接に使

えるような経験ができたことは言うまでもなく、英語力を磨くことができたり、自分の意見を積極

的に言うことができたりなど勉強面でも内面でも大きく成長することができたのではないかと感

じています。 

 このケンブリッジ研修は、目標が定まっている人にもそうでない人にもどちらにもお勧めできる

経験であることを保証します！今、読んでくださっているあなたが来年度参加してくれることを心

よりお待ちしています。 

I.H 

 

 

最後までこの冊子を読んで下さりありがとうございます。編集するにあたり、写真などを見返す

と留学中の色々な思い出がよみがえり、ケンブリッジが恋しくなりました。この報告書は参加者全

員で作りましたが、どのページからもそんな“ケンブリッジ愛”が伝わってくるのではないでしょ

うか。もちろんプログラム中大変なこともありましたが、そんなことも全部含めて参加してよかっ

た！と声を大にして言えるほど、素敵な体験をすることができた一か月だったのではないかなと思

います。そして、今回はこのプログラムが始まってから記念すべき 10回目の研修だったそうです。

10 回目、ということは 10 年続いているというわけで、それほどまでに満足度の高いものになって

いるのではないかと思います。これを読んで記念すべき 11 回目の研修に参加したい！という人が

増え、また、この研修が何十年も続くものになれば幸いです。 

K.Y 

 

 

最後までご覧頂き、ありがとうございました。まだ皆さんの中には海外研修に大きなハードルを

感じている人も多いと思います。しかし、私達もみんなそうでした。「自分が行っていいのだろう

か」「自信がない」、そんな人にこそ体験して欲しい研修です。是非、このパンフレット上の私達の

心から楽しんでいる姿に自分を重ねて、素晴らしい経験をする自分を想像してみて下さい。皆さん

のお役に立てるパンフレットに出来ていたなら嬉しいです。後輩の皆さんのご活躍を祈ります。 

Y.M 
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