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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。帰国してからもうすぐ 3 ヶ月になりま

すが、今でも昨日のことかのようにケンブリッジでも日々を思い出すことができます。この報告書

読んだ方に少しでも本プログラムの魅力が伝わりますように。  
K.M 

 
 
 
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。「この冊子の作成を通して来年度以

降の参加者の役に立ちたい」との思いから編集にあたりました。この冊子を読んだ方が、少しでも

研修に参加したいと思っていただければ幸いです。 
私自身、選考の面接では大層なことを言ったものの、研修に耐えられるのか自信がありませんでし

た。実際に研修中、自分の英語力のなさや他の参加者の優秀さから落ち込んでしまうこともありま

した。しかし、先生や PA、参加者のみんながいつも挑戦する環境を整えてくれ、成長したという

自信をもって帰国することができました。 
挑戦する環境は整っています。大学生活、何か成長したいならぜひケンブリッジへ 

                                        I.Y 
 

 
 
 
最後まで読んで下さりありがとうございます。編集にあたり難しかったことは、ケンブリッジで

は新たな発見の連続で、書きたいことを厳選することは大変でした。また、書かれた原稿を確認す

るだけでも、それぞれの違った見方で書かれており新たな発見がありました。たった 4 回しか訪れ

ない大学生の夏、その限られた時間をどう使うかは十人十色で、その後の人生を左右することは言

うまでもないでしょう。大学生活で新たな挑戦をしてみたい、新たな知識を獲得したい。ケンブリ

ッジではそのような願望がある人にとって最適な場所であるといえるでしょう。千里の道も一歩か

ら、このパンフレットがケンブリッジ大学夏期法学研修の最初の一歩になれば幸いです。 
                                          T.Y 
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法学部� �野 �� 

 

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

等を履修し、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、英語で授

業が行われる専門法律科目の履修を推奨しています。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。 
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法学部専�教授 �� �� 

 

 この報告書は、2022 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法学部の皆さんが

協力して作成した報告書です。COVID-19 対策をしながら学んだイギリス法や EU 法といった法律の

授業の様子だけでなく、フィールドトリップや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、難しそうと思ったことにチャレンジできる自分自身に気づいたり、新たな

関心事を発見したり、様々な意味で視野が広がったことと思います。さらに、研修を終える頃には、

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。 

 国際化・多様化が進む現代において重要なことは、自分とは違うものを知り、理解しようとする

気持ちではないでしょうか。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 2022 年度のケンブリッジ大学夏期法学研修の参加者です。 

世界的なパンデミックにより、2 年間の中止を経て今年度から再開された本プログラムは、また

別の意味で特別なものとなりました。私たちはこの研修を通して、英国の法律や文化などを学んだ

だけでなく、各々が素晴らしい体験や出会いをし、確かな成長を感じることができました。 

何か刺激的なことを大学生のうちに経験しておきたい！英語を使って勉強をしてみたい！海外

のトップユニバーシティーがどのようなものか気になる！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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授業は 1 コマが 75分になっており、基本的に午前は「English Law for Legal Purposes」 

と「PA Discussion Groups」があり、午後は「Introduction to English Law」があります。

「English Law for Legal Purposes」ではエッセイの書き方やディベートなど、英語を“使う”

ことを重視した内容の講義となっており、「PA Discussion Groups」では講義で分からなかったこ

とを PAが分かりやすくディスカッション形式で説明してくれます。「Introduction to English 

Law」では、イギリスの制度やイギリス法などを講義形式で学びます。他にもケンブリッジ大学で

実際に教えている教授が、専攻している分野の講義を行う「Guest Lectures」や、全て英語で行

う模擬裁判の「Mock Trial」があります。また、研修の最終日には習った範囲で試験があり、そ

の評価を元に研修全体の成績が決定します。 

週末は授業がなく、旅行に行ったり、ケンブリッジの街の散策をしたりと各々自由な時間が過

ごせます。 
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■ケンブリッジについて 

 ケンブリッジはイギリスのイングランド東部にあります。ケ

ンブリッジ大学があることから、オックスフォードと並ぶ大学

都市として有名です。ロンドンから電車で 1時間ほどかかりま

すが、ケンブリッジの中心市街地には商店や飲食店が軒を連ね

ており、程よく栄えています。 

 私たちが滞在した夏の間は、気温は高かったものの乾燥して

いたため、屋外は日本より過ごしやすかったです。一方で 9月

に入ると、長袖のパーカーが欠かせないくらい冷え込んだ時も

ありました。日本に帰ると湿気の多さにしばらく慣れないほど

でした。冬に室内の断熱性を高めるため石造りの建物が多く、

夏は日本ほど暑くないのでクーラーがないことが多いです。

2022 年のような猛暑の夏には室内はサウナと化します。 

                             ↑ケンブリッジの街並み 

 

■ケンブリッジ大学について 

 ケンブリッジ大学は 13 世紀頃から存在する非常に歴史ある大学

で、ニュートンやダーウィン、ケインズなど数々の著名な学者を輩

出しています。なんとケンブリッジ大学出身のノーベル賞受賞者は

100人以上に上ります！現在でも世界中から優秀な学生や研究者が

集まっており、2019 年の世界大学ランキングでは世界第 2 位と評

価されるほどです。 

 ケンブリッジ大学はケンブリッジの中心地にあります。イギリス

伝統のカレッジ制を取っており、カレッジごとに教育が行われてい

ます。一つのカレッジに一つの学

部があるというわけではなく、同

じ大学に属する学部が入り混じ

った縦割りの組織のような形でカレッジが存在しています。各カ

レッジの中に寮や食堂、図書館が併設されていて、学業に打ち込

む環境が整っています。 

各カレッジは建物も広さも異なっていて、見て回るのも楽しい

です。左上の写真は赤と白のレンガが特徴的なセント・ジョンズ

カレッジです。トリニティーカレッジにはあの「ニュートンのリ

ンゴの木」の孫の木があります。ちなみにこの木になるリンゴは

おいしくないそうです。右の写真は夜涼しくなったケンブリッジ

を何人かで散歩した時に撮った写真です。 
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私たちはこの研修でコーパス・クリスティ・カレッジに滞在しまし
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左側のアーチをくぐると、1350年代に建てられた Old 
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古い中庭であり、また、人が住み続けている中庭とし

ては国内で最も古いと言われています。 

この中庭は立入可能で、ドリンクパーティーや様々

な行事に使われ、人々の交流の場となっています。 
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New Court 

Old Court 
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大学周辺はザ・イギリスという感じの街並みが続きます。イギリスは日が出ている時間が長く、

夜の 19時くらいまでは比較的外も明るいため、散歩に最適だと思います。 

 

■ ケンブリッジ到着初日の夜 

 

 

■大学周辺のカフェ 
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ケンブリッジに到着した初日の夜に PA（Program 

Assistant）の方達に大学周辺の案内をしてもらい、そ

の時に撮った写真です。夜は意外と早く閉まるお店が

多く、この時もコンビニくらいしか空いていなかった

記憶があります。大学周辺にはベトナム料理や中華、

イタリアンなど様々なお店がありますが、特に日本食

のお店が多い印象がありました！ 

Tescoというコンビニの横にはスターバックスがあ

り、日本とは違う期間限定商品があるので、行った際

にはぜひ寄ってみてください。 

 

大学周辺にはおしゃれなカフ

ェがたくさんあります。 

右は NERO というカフェで撮っ

た写真で、チェーン店ですが内

装がとても可愛いです。私がこ

の時飲んだのはスムージーで

すが、コーヒーや他にも様々な

飲み物があってどれも美味し

いです。開拓すればするほど良

いお店がたくさんあって、飲み

物も食べ物も美味しいので、ぜ

ひ色々なお店に行ってみてく

ださい！ 
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研修は 1 か月間なので生活必需品が足りなくなってしまうこともあります。そんな時にお世話になる

スーパーについて紹介します。カレッジから近いスーパーは主に 2 つで Marks and Spencer と Tesco
いうスーパーです。それぞれ歩いて 5 分と 10 分くらいで、基本的に何でも売っているので、何か足り

なくなったり、壊れたりしたときはお世話になること間違いなしです！また、普段の飲み水などは基本

的にこの場所から買うことになります。 
筆者が個人的におすすめする商品は、M&S のオリジナル商品のカレーです。このカレーは日本で食

べるカレーと似ており、イギリス料理に飽きたらぜひ食べてみてください！ 
次に紹介するのは Corpus Christi College Sports Ground です。寮から歩いて 20 分！少し遠いけど

ウォーミングアップと思えばちょうどいい距離にあります。ここでは、サッカーやフリスビーなどたく

さん体を動かせる環境が整っています。本研修の仲間と仲良くなるのはもちろん、たくさんの人数で遊

べるため、PA や他の研修コースの学生とも仲良くなれます！時間があるときの息抜きに是非！ 
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PA（Program Assistants）��  
 
PAとは研修中に、私たちをサポートしてくれる頼もしいケンブリッジ大学の学生達です。勉強面

では、事前に授業でポイントとなる所をまとめたレジュメを作成・配布してくれたり、わからなか

った箇所を具体的に教えてくれたりします。生活面では、ケンブリッジの街の案内や授業後のアク

ティビティを企画してくれたりします。同じ大学生ですが、一回り二回りも大人に見えるそんな彼

らから特にお世話になった 3名を紹介します！ 

Satyam                 
ニックネームはサット。みんなのリーダーみたいな存在で安心感は抜

群。イギリスの弁護士を目指しており、とても優秀です。生粋のゴルフ

ァーで研修中ではゴルフ練習場に連れて行ってくれました。そんな完璧

な彼ですがお茶目なところもあり、研修を大いに盛り上げてくれました。 

 

 

Anitta 

 
素敵な笑顔と明るい性格で多くの人を魅了した彼女はし         

っかり者で、講義の時の集中力は凄まじいものでした。シャボン玉が

大好きで休憩時間にオールドコートでよく遊んだりしました。また、

コーパス・クリスティ・カレッジに通っており、街の散策の時は色々

な事を教えてくれました。 

 

Owain 

 

一言で表すなら王子様。ジェントルマンな彼はバリスタを目指して法

曹院に通っています。筋肉がものすごくトリニティカレッジのラグビー

のキャプテンを務めており、まさに文武両道。有り余るパワーで椅子を

壊してしまったときはみんなが笑いました。 

 
 
 

 
8 



8 9

PA（Program Assistants）��  
 
PAとは研修中に、私たちをサポートしてくれる頼もしいケンブリッジ大学の学生達です。勉強面

では、事前に授業でポイントとなる所をまとめたレジュメを作成・配布してくれたり、わからなか

った箇所を具体的に教えてくれたりします。生活面では、ケンブリッジの街の案内や授業後のアク

ティビティを企画してくれたりします。同じ大学生ですが、一回り二回りも大人に見えるそんな彼

らから特にお世話になった 3名を紹介します！ 

Satyam                 
ニックネームはサット。みんなのリーダーみたいな存在で安心感は抜

群。イギリスの弁護士を目指しており、とても優秀です。生粋のゴルフ

ァーで研修中ではゴルフ練習場に連れて行ってくれました。そんな完璧

な彼ですがお茶目なところもあり、研修を大いに盛り上げてくれました。 

 

 

Anitta 

 
素敵な笑顔と明るい性格で多くの人を魅了した彼女はし         

っかり者で、講義の時の集中力は凄まじいものでした。シャボン玉が

大好きで休憩時間にオールドコートでよく遊んだりしました。また、

コーパス・クリスティ・カレッジに通っており、街の散策の時は色々

な事を教えてくれました。 

 

Owain 

 

一言で表すなら王子様。ジェントルマンな彼はバリスタを目指して法

曹院に通っています。筋肉がものすごくトリニティカレッジのラグビー

のキャプテンを務めており、まさに文武両道。有り余るパワーで椅子を

壊してしまったときはみんなが笑いました。 

 
 
 

 
8 

PA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

9 

I think that the Meiji Summer Program is a great opportunity to practice English and 

learn about law in another country. As a PA, I really enjoyed the experience and it 

is great to be able to meet law students from the other side of the world and enjoy 

spending time together. My point of recommendation is not to be afraid to make mistakes. 

Don't worry about how confident you are with English or how much law you know. The 

PAs are there to help and the more you practice and try new things the more you will 

learn. 

PA 

I thought the program was an amazing way for students to learn more about the law in 

England. Participating in ※the mock trial, court visits and social activities is 

really fun and makes studying abroad in Cambridge a unique experience and a great 

opportunity to make lifetime memories and friends!      

※the mock trial …プログラム内で実施する模擬裁判 

 

PA 
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ケンブリッジとロンドンは電車で１～２時間で行けるため、週末の自由時間にはロンドンへ行く人が

多いです。 

 
【ロンドンアイ】 
夜に見るロンドンアイは一段ときれいに見えます。ヨーロッパの伝統的な建物の近くに現代的な観覧車

があるというコントラストもまた絶景です。観覧車に乗る場合には予約をする必要があり、料金も３６

£と安くはないので乗る際は計画的に。 
 
【ビックベン】 
ロンドンを象徴するような建築物です。日中に見るのも良いですが、夜の人通りが少ない中、ライトア

ップによってより威厳を感じられるビックベンもまた違った良さがあります。日中と夜に写真を撮って

見比べてみるとその差をより感じられると思います。 
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 週末にはみんなでロンドンに遊びに行きました！大英博物館とバッキンガム宮殿を取り上げま

すが、ロンドンには他にもいろいろな観光スポットがあるので自分の行きたいところを探検してく

ださい。 
 
【大英博物館】 

  

 
 
【バッキンガム宮殿】 
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 本物のロゼッタストーンやミイラ

などを間近に見ることができまし

た。剥き出しで展示されているもの

が多いので迫力があってすばらしい

です。歴史に興味がない人でも楽し

めると思います。説明書が全て英語

なので、英語を読むことが苦手な人

は頑張って勉強することをお勧めし

ます。ここでしか買うことができな

いお土産も多いので、お土産屋さん

は絶対に入ってください！ 

 とても館内が広く 1 日で周りきる

のが大変&入場料が無料なので、何回

も訪れている学生もいました。 

 バッキンガム宮殿はイギリス王室の宮殿で、日本でいう皇居

のようなものです。しかしバッキンガム宮殿は中に入ることが

でき、ロンドン最大の観光名所とも言われているだけあって

人々で賑わっています。写真撮影は禁じられているので、残念

ながら宮殿内の写真はありませんが、とても豪華で素晴らしか

ったです！ぜひ自分の目で確かめて欲しいです。 
 また、日本語の音声ガイドもあるので、あまり英語が聞き取

れない方も楽しむことができます。少し離れたところにかわい

いお土産屋さんもあるのでぜひ訪れてください。 
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ロンドン近辺にあるエミレーツスタジアムでアーセナル FC vsレスターFCの試合を観戦しまし

た。シーズン開幕してすぐということもあり、試合前からファンの熱気がものすごかったです。6

万人収容可能なスタジアムはほぼ満席でした。試合は 4－2 でアーセナルが勝利しました。得点す

るたびにスタジアムが一体となって歓声を上げており圧倒されました。 

 

 
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、チームの公式サイトから購入するのがおススメです。チケットは

約一カ月前に販売されます。人気チームのチケットはすぐに売り切れるので事前にしっかり下調べ

をしておきましょう。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。サッカー日本代表の冨安選手も出場しました！ 
 

 別日程でマンチェスターにも行きました。マンチェスターにはマンチェスター・ユナイテッドと

マンチェスター・シティの二つのスタジアムがあります。試合のない日にはスタジアムツアーが開

催されており、こちらもおすすめです！ 
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イングランド南東部に位置するカンタベリーは、世界史選択の人に

とっては大聖堂でお馴染みですよね。正直、大変失礼ながら、カン

タベリーは大聖堂以外にあまり観光するところがないんじゃないか

と見くびっていたのですが…それはそれは素敵な街で、食べ物も美

味しくて、本当に行って良かったと思っています。ケンブリッジか

らスタンステッド空港経由で、高速バスを利用して行きました。ス

タンステッド空港まで約一時間、カンタベリーまで約三時間半、合

計五時間弱です。私たちは空港からカンタベリー行きのバスがキャ

ンセルになるというハプニングに見舞われ、三時間ロスしました。

高速バスを利用して旅行に行く際は、是非キャンセル保険に入って

おくことをお勧めします。 
 
【カンタベリー大聖堂】 
 カンタベリー大聖堂は圧倒される程に荘厳で重厚さを纏った

歴史的建造物でした。ハリーポッターを彷彿とさせる回廊には

テンションが上がりっぱなしでした。ハリーポッターファンに

はたまりませんね！是非カンタベリー大聖堂を訪れてハリポタ

ごっこをすることをお勧めし

ます。 
 

 
【パンティング】 
 カンタベリーを流れるストゥア川ではパンティング体験が出来ま

す。パンティングはケンブリッジでも出来るのですが、カンタベリー

でのパンティングは格別でした。まず、水が圧倒的に綺麗。写真で伝

わるかはわかりませんが、水面が美しすぎるあまり「これが水鏡か

…！」となります。水面に映る自分の顔もまるでディズニープリンセ

スの様に見えるとか見えないとか。そしてなんといっても美しい街並

み！いつどのタイミングでどの方角の写真を撮っても所謂「バエ」な

んです。決してそんな安っぽい言葉で言い表せるものではないのですが。とにかく、カンタベリー

という街の美しさを存分に味わうことができるアクティビティでした。 
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【ブライトン】 
ブライトンはイギリス南東部に位置する都市で、人口 29 万人、ケンブリッジから電車で約２時間

の距離にある海浜リゾートです。イギリスには珍しくビーチのある街となっています。規模はロン

ドン程大きくはないのですが、プレミアリーグに所属するサッカーチームがあったり、さらにはシ

ョッピング施設や博物館、飲食店等も豊富なので飽きることのない街となっております。中でも

Brighton Palace Pier という桟橋の上にある遊園地では、身の毛がよだつような絶叫アトラクシ

ョンや素晴らしい景色を堪能できます。夕日と海、そしてブライトンの白を基調とした建物が醸し

出す景色は非日常的な感覚を与えてくれます。夜にはライトアップもされロマンチックな景色にな

ります。また、イギリス伝統料理のフィッシュアンドチップスの老舗や多くの日本食料理店も見ど

ころの 1 つとなっております。 

 

【セブン・シスターズ】 
セブン・シスターズはイギリス国内に 14 ある国立公園の１つであるサウス・ダウンズ国立公園に

属する、ブライトンからバスで 1時間弱の観光名所です。セブン・シスターズはその切り立った石

灰岩の崖とドーバー海峡の青い海とのコントラストで世界中から人を集めている場所で、映画の取

材でも頻繁に使われています。ただ、このセブン・シスターズは波で石灰質の崖が年々削れてきて

しまっているため、いつかはなくなってしまう可能性の高い、非常に価値のある観光地なのです。 

これぞセブン・シスターズだという景色を見るためには国立公園内を３０―４０分歩く必要があり

ます。そのため、動きやすい服装、靴で行くことをお勧めします。道中も雄大な景色や、そこに住

む動物などをみることができますが、丘を登ったり、整備のされていないところを歩くので軽く準

備をしていきましょう。観光者の方々で、海に入って遊んでいる人や、ボートを楽しんでいる人も

いたので、楽しみ方は景色だけではないようです。 
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( ) 
【エディンバラ】 

私は 3連休にエディンバラに行きました。ついた時間は２２時半ごろ

でとても遅かったのもあるとは思いますが、８月中旬にも関わらず気温

は一桁でした。もし行くことを検討している方は上着などを持って行っ

た方がいいと思います。エディンバラに到着した時その町は夏に開かれ

るフェスティバルの真最中で２３時ごろにもかかわらずとても活気が

ありました。このお祭りはとてもお勧めでエディンバラ城の横にある特

設ステージでパレードなどが楽しめる(ミリタリー・タトゥー)のほかに、

広い道でいろいろな人が出し物をして(fringe)楽しませてくれます。 

２日目に私はホーリールード公園で

丘に登り、エディンバラを一望した後、ホーリールードハウス宮殿

を通ってカートン・ヒルへ行きました。ここではエディンバラ城が

遠めに見えてとても良い景色でした。そしてそのあとプリンシズ・

ストリートという旧市街を通るロイヤル・マイルとの隣にあるスト

リートを歩きました。その大通りでは、スコット・モニュメントと

いうエディンバラ生まれの作家が作った世界最大の記念碑があり

ます。実際に見たときはその大きさにびっくりしました。そのあとに

SCOTCH WHISKY THE EXPERIENCE というウイスキーの博物館に行きました。

そこには、いろいろなウイスキーの展示がされていたり、スコットランド

のウイスキーについての説明がなされていたりしました。 

３日目はお土産を買いにロイヤル・マイルへと行き、タータンチェック

のマフラーなどを見たり、ウォーカー社のショートブレッドを見たりしま

した。ハリーポッターの作者 J. K. Rowlingが

それを執筆したとされるエレファント・カフェ

にも行ったのですが、あいにく休業でやってお

らず中に入ることはできませんでした。 

全体として街並みが日本とは全く違い、とても美しいものでした。現

地の人々もとても明るく、みな楽しそうでとても良い雰囲気でした。ぜ

ひこの研修に参加しようと思っている方、どこに行こうか迷っている方

はエディンバラをお勧めします。 

 【ありそうな��】 

Q 電車で何時間くらいか？A ケンブリッジ駅からエディンバラ・ウェイ

ヴァリー駅まで 5-6 時間くらい。でもイギリスはよく遅れるので、実際私は行きに６時間半かかり

ました。帰りは５時間くらいで予定通りでした。 

Q 宿はどうしたか？A宿は Airbnbでとりました。２泊で大体１２万円くらい、６人でいったので一

人２万円くらいでした。 
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本研修の最初の一大イベントがこのロンドントリップです！ケンブリッジからバスで約 2 時間揺

られてロンドンに行きます。 
 
【ウェストミンスター宮殿】 
最初に行くのはビッグベンで有名なウェストミンスター宮殿

です。エントランスに入る前には私たちを出迎えてくれている

かのようにクロムウェルの像が建っていました。ここでは庶民

院と貴族院の中を見ることができました！（残念ながら写真を

撮ることはできませんでした…）普段テレビや Youtube で観て

いるイギリスの議会を生で見ることでできてとても感動しまし

た！ 
 宮殿内にはお土産屋さんもあり、かわいいテディベアなどが

売られていました。女王のデザインのテディベアと貴族院デザ

インのテディベアの 2 つがありました。 
 
 

 
【最高裁判所】  

 ウェストミンスター宮殿の向

かい側、徒歩 3 分ほどの場所にあ

るのが最高裁判所です。イギリス

は 2009 年に最高裁判所が設立さ

れましたが、建物自体はとても古

かったです。中には 3 つの裁判所

があり、裁判官の席に座ることが

できました！説明してくださっ

たスタッフさんの計らいでプチ

模擬裁判を体験することができ、

とっても楽しかったです！ 
写真の上部にある草花はそれぞ

れイングランド、ウェールズ、ス

コットランド、北アイルランドを示しているそうです。イギリス国内での訴訟だけでなく、ジャマ

イカなど旧植民地での訴訟を取り扱う場合もあるそうです。 
（※最高裁判所はセキュリティが厳しいです。ウェストミンスター宮殿などでワインを購入してし

まうと、セキュリティエリアで見学が終わるまで預かってもらうことになるので注意してくださ

い！） 
16 
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English for Legal Purposes 
 

【特徴】 

参加者を半分に分け、およそ 10人で 1クラスとなって行います。担当の先生は Jackie先

生です。授業の冒頭は、毎回ゲームから始まります。先生が個人戦やグループ対抗など様々

なゲームを用意してくださるので、毎回大盛り上がりです。ゲームでウォーミングアップ

ができた後に、内容に入っていきます。 

 

授業では、イギリスの法律や社会問題、英語でのアカデミックライティングについて学ん

でいきます。先生がとても丁寧に教えてくださり、授業が GD やプレゼン、ロールプレイン

グなど生徒の積極的な参加を促す形で進んでいくため、とても楽しく、分かりやすく学ぶ

ことができます。下記にいくつか特徴的だった授業を挙げます。 

 

【ロールプレイング】 

授業で学んだ法律の知識をもとに、2 人一組で弁護士役と被害者役に分かれて、被害者を

法的にどのように救済できるか、被害者が弁護士に相談を依頼する形で話し合います。弁

護士や被害者のバックグラウンドは自分たちで決めるため、組によって裁判に持ち込むか

どうか、導く結論が異なるところが興味深かったです。 

 

【アカデミックライティング】 

英語での論文の書き方について学びます。論文で使用する文法や論文の構成について学び、

実際に書いていきます。先生の添削とフィードバックは、自分のライティングスキル向上

に非常に役に立ちます。これで TOEIC S&W のスコアも上がりました！！ 

 

この授業を通して参加者や Jackie先生と親交がとても深まりました。皆さんもぜひ、楽し

んで授業に参加してください！ 
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Introduction to English Law 
 

Introduction to English Lawはケンブリッジ大学で学ぶことができる授業のうちの一つです。 

 

【授業内容】 

授業では、イギリス法の基本知識や歴史、EU法などイギリスを取り巻く法律を学ぶことができ

る講義です。毎回の授業は Jackie先生が丁寧に教えてくれます。授業内で分からなかった箇所が

あっても、質問すれば丁寧に教えてくれます。 

予習や復習などは大変でしたが、イギリス法は日本とは法体系が違うので、毎回新鮮な気持ち

で学ぶことができました。 

 
 
【授業形式】 
 この授業は大教室で研修メンバー全員で参加しま

す。授業は毎回 Jackie 先生が PowerPoint とプリン

トを使って説明してくれます。ただ聞くだけの講義

ではなく、Jackie 先生から質問を投げかけられるの

で、退屈しませんでした。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。それだ

けではなく、グループ対抗のミニゲームなどがあり

ました。優勝したグループにはイギリスのお菓子が

配られたため、どのチームも全力でゲームに取り組

んでいました。 

ただ受け身で授業を受けるだけでなく、グループで

別れて判例の発表なども行いました。 
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ミニゲームの景品のお菓子をとっ

ている様子 

判例プレゼンの様子 

5人 1グループに分かれて行いまし

た 
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5人 1グループに分かれて行いまし
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Introduction to English Law 
 

【Jackie Thomas 先生】 

レクチャーをしてくださる Jackie Thomas 先生（写真中

央）は、とても生徒思いの方です。とてもおちゃめな先生

で、「授業中に日本語をしゃべったら 5 ポンド私に渡して

ね！」と言う冗談を私たちに言ってきたりします。Jackie

先生も参加するミニゲームを授業で行った際には誰よりも

はしゃぎ、本気になってプレーしていました。研修メンバ

ー全員の名前を数日で覚え、1 人 1 人の好きなものや趣味

なども覚えて気さくに話してくれました！一緒にお昼ご飯

を食べると、どのカレッジのご飯が一番美味しいかなどケ

ンブリッジ大学のプチ情報を教えてくれます。（ちなみに

Corpus Christi はケンブリッジ大学の全カレッジの中で 2

番目にご飯がおいしいそうです。） 

抹茶が大好きみたいなので、研修に行く際には抹茶味の

お菓子をもっていってあげると喜んでくれるかも…？（私

は抹茶味のキットカットを持っていきました。） 

研修が終わるころにはみんな Jackie先生が大好きになっていたので、最後のフォーマルディナ

ーでは、研修メンバー全員が Jackie先生の顔を見るだけで目がウルウルしていました。日本にお

仕事でいらっしゃることもあるそうなので、その日をメンバー全員で心待ちにしています。 

 

 

 

【英語力について】 

 この研修に参加を考えている方の中には英語力に不安があるという方もいらっしゃると思いま

す。わからないことは Jackie 先生が教えてくれるので大丈夫です！それでもわからなかった場合

は PA 達が分かるまで丁寧に教えてくれます！Jackie に直接聞くのが恥ずかしくてもメールで優

しく回答してくれますよ！ 
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Introduction to English Law 

 
 
■参加者の声 

 

     

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

                       
 

20 

予習をしっかりしていれば講義の内容が

理解できないこともほとんどなかった。 
段々リスニング力がついてくるのが 

実感できた。 

わからない部分があっても、友達と意見を

まとめる時間があったのですぐに意見を共

有して授業のスピードに追い付くことがで

きた。意見を言うとき緊張したが、留学の

メンバーも先生も急かすことなく最後まで

聞いてくれて自信につながった。 

イギリス法については初めて学んだが、ジ

ャッキー先生が丁寧にゆっくりと教えてく

れたので理解もしやすかった。日本との違

いを考えるのも楽しかった。 
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メンバーも先生も急かすことなく最後まで

聞いてくれて自信につながった。 

イギリス法については初めて学んだが、ジ

ャッキー先生が丁寧にゆっくりと教えてく

れたので理解もしやすかった。日本との違

いを考えるのも楽しかった。 

Guest Lectures 
【「難しい…けど面白い！」講義】  

ゲストレクチャーとは、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！また授業後に PA による解説やディスカッショ

ンがあるためかなり理解が深まります！ 

 
 

【重要な３テーマについての講義】  

本プログラムでは、最新の世界でのトレンドでもある重要な３テーマについての講義をしていただ

きました。今年は「Environmental Law(環境法)」、「Human Rights and Gender（人権・ジェンダー

法）」「International Law（国際法）」の３つ。各テーマの概要について、簡単にご紹介します。 

 

Environmental Law 

地球温暖化への具体的な対策として「Carbon Tax（炭素税）」と「Emission Trade（排出量取引）」

をまず学びました。それぞれにメリット・デメリットがあることがよくわかりました。気候変動に

ついて法律の観点から考えるということが非常に新しく面白かったです！ 

Human Rights and Gender 

講師の先生は国際社会で影響力のある人物にも選ばれているすごい方です。授業では先生のサポー

トの下、グループワークを行いました。日本とは異なる視点からのジェンダー論は非常に興味深か

ったです。 

International Law 

国際法の基本的なことを学ぶとともに、Twitter などのデジタルプラットフォームで国際法が使用

されている事例なども学びました。現代社会を生きる私たちが国際法を学ぶ意義について実感でき

る授業でした。 
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Guest Lectures  
 
■参加者の声 
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                           Human Rights and Gender について 

 

  

 

 

 

International Law について 
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Carbon Tax（炭素税）についての議論が白

熱しました。今まで考えたことのない分野

の話でも、みんなで意見を出し合っている

うちにディスカッションに夢中になってい

ました。環境法のおもしろさに気が付きま

した。 

各班でのディスカッションの結果を共有した

り、プレゼンテーションを互いに行ったのが印

象的でした。他人の意見を聞くことはもちろ

ん、自分の意見を客観的に見るいい機会にもな

りました。人権へのとらえ方が以前より明確に

なった気がします。 

元々国際法に興味がありましたが、より一層

この分野を学びたいという気持ちが強まりま

した。西洋中心主義といった概念的な話か

ら、欧米企業が世界の中心となってビジネス

をする上でのルールを決めている現状につい

てなど、具体的な事例に派生して講義内容が

進んでいくのも面白かったです。 
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Mock Trial 
  

【Mock trial とは】 

Mock trialとは日本語でいえば模擬裁判のようなものです。配布された事件について検察官、弁護

士、裁判官、陪審員、証人など役割を分けてすべて英語で裁判を行います。また、弁護士と検察官
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・検察官 
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解することが出来ます。 
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Mock Trial 
  

・弁護士 
 弁護士は Barrister(法廷弁護士)として役割を担い、被

告人である依頼人の無罪を勝ち取るために PA と共に戦

略を立てます。検察官側がどのような主張をしてくるの

かを予測しながら、反対弁論などを考えていきます。裁

判を通して、イギリスと日本の弁護士制度の違いなども

学ぶことが出来ます。 
 
・そのほかの役割 
 上で挙げた役割以外にも、被告人、被告人の交際相手、

事件の目撃者、警察官、心理学者、タイムキーパー、法廷

記者など多くの役割がありました。役割によってはアド

リブが必要になり、その場で考えたことを英語にして話

さなければなりません。でも Mock Trial までに培った法

律英語の知識や準備してきたことを生かせば問題ありま

せん。一人一人が責任感を持って Mock Trial に取り組ん

でいる姿を目にすれば、どの役割も裁判において重要な役割を果たしているということを再認識す

ることができるでしょう。 
  

【最後に】 
Mock trial は今までの研修で学んできたイギリスの

法律知識を活かして、イギリスの裁判を体験できる貴

重な経験です。全力で取り組めば取り組むほど、得られ

るものは大きいです。 
日本ではなかなか Mock Trial を行う機会がないこと

に加え、研修終盤の Mock Trial はそれまでの授業の集

大成であるだけに、原稿の暗記や質問の準備など事前

の負担はかなり大きいです。しかし、不安な点は Mock 
Trial に慣れた PA がしっかりとフォローしてくれるの

で心配不要です！(ケンブリッジ大学の学生はしばしば

Mock Trial を行っているそうです。) 
また、Mock Trial を通して自分の英語力の向上を実

感することができます。研修中の授業で培ったリスニ

ング力とスピーキング力がここで役に立ちます。 
Mock Trial を乗り越えたときの達成感は研修の中で得た最も大きな財産のうちの一つと言って

も過言ではありません。できたことは自信になりますし、できなかったことがあっても今後のモチ

ベーションになります。「なんだか大変そう・・・」というイメージを持っている人も、ぜひ自分の

やりたい役職に立候補してみてください！ 
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Court Visit 
 

 私たちは研修の 2 週目と 3週目にケンブリッジ市内にあるいくつかの裁判所へ訪れました。 

【Magistrates’ court】 

 最初に訪れたのは Magistrates’ court (治安判事裁判所)でした。Magistrate (治安判事)と

は、軽犯罪を審理する判事たちのことです。彼らは民間の人々であり、イギリスでは法曹資格が

ない一般人が判事になることが認められています。日本では裁判官など裁判において最終判断を

する人たちは法曹資格を持っていないとなることができません。 

 私たちが訪れた日には窃盗やレイプなどの事件が審理され、懲役６週間や、£２０を被害者それ

ぞれに支払うなどの刑罰が Magistrate たちによって決められていました。 

 法廷の中は大まかに右下の図のようになっていました。被告人だけは別の部屋にいて、テレビで

彼らを映し出して審理していました。 

 

【Crown court & County court】 

 私たちが訪れた年は、刑事事件を担当する弁護士である Barrister（バリスター、法廷弁護士）

が、彼らの賃金がイギリス国民の最低賃金よりも低いことを理由にストライキを起こし、ほとんど

の裁判が Barrister 不在のため中止になるということが起こっていました。私たちが次に訪れた

Crown court（刑事法院）と County court（州裁判所） でも Barrister らのストによって裁判が行

われず、傍聴することができませんでした。 

【感想】 

 近年の日本では交通機関においてもストを見ることはありませんが、イギリスではいろいろな

人々がストを起こして自らの権利を主張しているという姿に感動しました。さらに裁判所の中にい

る警備員たちはタトゥーを隠さずに仕事をしていました。まだタトゥー文化に寛容ではない日本で

は考えられない風景だと衝撃を受けました。また、治安裁判所へ私たちが訪れた日は被告人と弁護

人以外の方々がすべて女性であり、法曹界全体で女性が３割ほどしかいないと言われている日本と

の違いに驚きました。 

 ケンブリッジ市内のこれらの裁判所はケンブリッジ大学から最大でも片道徒歩２０分ほどで到

着することができ、私たちよりも気軽に裁判傍聴ができるケンブリッジ大学生たちの環境をとても

羨ましく思いました。 
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検察人 弁護人

法的アドバイザー

治安判事（３人）

治安裁判所の法廷内図 
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研修中には、３回フォーマルディナーがありました。

フォーマルディナーとは、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

やケンブリッジ大学など、由緒正しい大学で伝統的に行

われています。法学研修参加者以外に、他のプログラム

に参加していた明治の学生や、研修に携わってくださっ

た現地の先生方、PAの皆さんとも一緒にディナーを楽し

みました。 

 

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

ラテン語でお祈りをするなど、イギリスならではの雰

囲気を楽しめます。 
メニューは主に前菜、メイン、デザートの３品にパ

ンとバターが付きます。飲み物は赤白ワインです。個

人的には２回目のメインの白身魚がお気に入りで

す！由緒ある食堂に、美しく盛り付けられた料理とワ

インが並び、背筋が伸びること間違いなしです！この

空間で PA や先生方と並んで談笑する贅沢は一生の思

い出になります！ 
 

特に最後のフォーマルディナーでは、PA

から研修参加者へのサプライズや、研修を

一番支えてくださったジェームズからの

言葉に泣きそうになりながら、別れを惜し

みました。 
ディナー後に、PAも含む皆でパブにて二

次会をするのもまた一興です♪ 
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 夏期法学研修の期間中は参加者の皆と寮で共同生活をします。ケンブリッジ大学では各カレッジ

内に寮があり、私たちはコーパス・クリスティ・カレッジの中にある寮で生活していました。寮は

朝の授業がある教室から徒歩 1 分のところにあるので、朝もぎりぎりまで寝ていられます。 

 

【部屋について】 
 1 人 1 部屋がランダムに割り当てられ、1 つの棟で 3~4 人

が生活します。部屋の広さはバラバラです。私の部屋は比較的

広く、朝は窓からの涼しい風と散歩する人の声で気持ちよく

起きることができました。また、夜に路上ライブの音が聞こえ

てくるなどケンブリッジの街の雰囲気を一日中感じることが

できました。 
 部屋には数日に１回ハウスキーパーさんが掃除とベッドメ

イキングをしに来てくれます。部屋が散らかっていると恥ず

かしい思いをするので毎日整理整頓をしておくことをおすすめします！ 
 部屋はオートロックで、鍵を忘れて出ると締め出されてしまいます。私は 4 回も締め出され、そ

のうち 1 回は友達の部屋に泊めてもらいました…特に、深夜締め出されると管理人さんが不在のこ

とが多いため、要注意です。シャワーの時も、パジャマで締め出されるので気を付けましょう。(笑)  
 
【共用部分について】 

 シャワーとトイレは各階に 1 つずつあります。多くの人が同じ棟の友

達と共有して使うことになりますが、シャワーとトイレ付きの部屋もい

くつかあります。ボディーソープやシャンプー、コンディショナーは各

自で準備します。また、各棟にキッチンもあります。カップラーメンな

どの軽食を取ったり、スーパーで買ってきた食べ物やジュースを冷蔵庫

で冷やしたりすることができます。 
ランドリールームの洗濯機と乾燥機、アイロンは無料です。共用部分

で友達とばったり会い、時間を忘れて話したことは良い思い出です。 
 

【そのほかの設備について】 
 寮の地下にペリカンバーという小さなバー

があり、ビリヤード台が置いてあります。レク

リエーションルームには卓球台やギターがあ

り自由に使うことができます。大学のグラウン

ドでサッカーやフリスビーもできます。ビリヤ

ードや卓球はいつの間にか放課後の日課にな

るほどみんなはまっていました！ 
27 
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��中の 1 日（�日�） 
 
留学中の（ちょっと忙しめの）平日の過ごし方のほんの一例をご紹介します。自分に合った生活

サイクルを早めに見つけることが、留学中に勉強も遊びも充実させる一番のポイントだと思うので、

時間の使い方は一度よく考えてみるといいと思います！ 

 

7:30 起床 

8:00 ジェームズ先生にコロナの検査キットを提出し、朝食へ 

8:00～8:45 朝食。 

食堂は寮から近いので、歯磨きに部屋に戻る時間もあります。 

8:45～10:00 ジャッキー先生による English for Legal Purposeの講義を受講 

10:00～11:30 前日に受講した Guest Lecture について PA と一緒に少人数のグループディス

カッションに参加。 

内容が理解しきれていなくても大丈夫！PAが丁寧に根気強く教えてくれます。 

11:30～13:00 自由時間。 

この時間にもう片方のグループが English for Legal Purposeの授業を受けて

います。 

なぜか置いてあったシャボン玉セットで遊ぶ。 

気が付いたら PA も交えたシャボン玉大会に。 

13:00～13:30 昼食。 

午後の English Lawの講義と Guest Lectureの予習の仕上げをすべく、片手に

レジュメを持ちつつご飯を食べます。（行儀が悪いので非推奨です。） 

14:00～15:15 ジャッキー先生による English Law の講義を受講。 

こちらは 20人全員で受講します。（居眠りしないように！） 

15:30～16:45 Guest Lectureを受講。 

ジャッキー先生よりも話すスピードが速いので集中力が命です。 

～19:00 自由時間。 

Formal Dinnerに向けておめかしします。 

着替えたり、髪を整えたり、メイクしたり・・・ 

19:00～21:00 Formal Dinner 

21:00～22:00 おしゃべり・お風呂 

よく話過ぎで夜更かしをしてしまいました。 

23:00～ 就寝 

 

日により講義数が違うので、忙しい日と比較的自由な時間が多い日とでは、かなり一日の過ごし方

が変わってくると思います。体調管理は留学中の重要なタスクの一つなので、はしゃぎすぎには気

をつけてくださいね。 
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������（���） 
 
留学中の休日の過ごし方についてのほんの一例です！ 

 休みの過ごし方は十人十色、どんな過ごし方をしても大丈夫ですが、平日の講義でばててしま

うことのないようにだけ注意が必要です。 

 

 
 

休日には課題が出ることもありますが、そんなに負担は大きく

ありません。基本的にすべて自由なので、旅行に行ったり、おい

しいものを食べに行ったり、自分の好きなように過ごすことがで

きます。 

大学周辺にもたくさんお店や名所があるので、休日ロンドン等

に出かけていかなくても十分楽しめます！ 

右の写真は、実際にケンブリッジのアフタヌーンティーに行った

時のものです。 

大学の中にも卓球台やビリヤード台があるのでぜひ楽しんでく

ださい。 
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PA Activity 
 

PA Activity とは、この研修で私たちが楽しく、また様々な経験ができるよう PA達が企画してくれ

るアクティビティのことです。PA とも他のメンバーとも仲良くなって最高の思い出を作れちゃう

貴重な機会です！！ここではそのほんの一例を紹介します。 

 

【パンティング】 

小型の舟の一種であるパントを使用して川を下るアクティビティで

す。大学の近くに流れている川をパンティングします。経験がある PA

が先導してくれますが、自分達も実際に体験できます（真面目に漕がな

いと壁に激突します笑）。また、パンティングの道中では、とても綺麗

なキングス・カレッジのチャペルなども見ることができます。 

 
【ゴルフ】 

 
 
 
大学からバスで少し行った所に打ちっぱなしのゴルフ練習場があります。

そこで皆で飛距離を競うコンペティションをやるなど、和気あいあいと

楽しい時間を過ごしました。 
ゴルフのセットは PA 達が用意してくれるので、手ぶら参加で OK！初心

者の人でも一から教えてくれるからゴルフやったことなくてもノープレ

ブレム！（ゴルフやったことない人のほうが過半数だよね） 
 

 

 

【卓球大会】 
 授業が忙しくないタイミングで息抜きとして卓球大会を開催しまし

た。カレッジの中にはバラエティルームのような場所に卓球台があり、

空いていたらいつでも使うことができます！プログラムメンバーでは

ない現地の学生とも触れ合える場所になっています。自分はそこで毎

日卓球をしていたので、現地の学生と卓球を通して仲良くなりました

（流暢な会話ができなくてもスポーツを通して親睦できる！）。 
 
 
これ以外にもサッカー・映画鑑賞（一緒に映画見られるようになるために英語の勉強だ！）・PA オスス

メのお店で一緒にショッピング（ここでお土産買えば間違いなし！）・シャボン玉などなど… 
PA との毎日が楽しく一生の思い出になりました！！ 
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【FIVE GUYS】 
こちらはまだ日本に上陸していない（2022 年時点）ハンバーガ

ーチェーンの FIVE GUYS です。PAの一人であるオーウェンが紹介

してくれました。ここではトマトやハラペーニョ、バーベキュー

ソースなど 15種類の具材（無料）を選んでハンバーガーをカスタ

マイズすることができます！友人はそのシステムが分からず、た

だのチーズとパテしか入っていないチーズバーガーを頼んでい

ました。値段はハンバーガーが£6.95、チーズバーガーは£8.25 と

マクドナルドよりも高いですが、食べる価値はあります！！ 
 
【WASABI】 
 日本食が恋しくなったときには WASABI に限ります！お弁当形

式でお寿司やカツカレーのような日本食が売られており、店内で

食べることもできます。味にはあまり期待していなかったのです

が、私が食べたお寿司とカツカレーはどちらも比較的日本の味に

近かったです。ヴィーガン寿司はいまいちだったようなので、要

注意です。お米が恋しくなった時にはケンブリッジには日本食の

店が意外と多く、WASABI 以外にもお寿司屋さんがいくつかあり

ますが、WASABI が一番おいしいと思います。(とはいえ通常の日

本食とはかなり異なっています)。ちなみに、ロンドンまで行けば

※亀製麺があります。値段は日本と比べるとかなり高いですが、

ロンドン観光のついでに試しに行った友人もいました。 
 
【MUSSEL INN】 
 こちらは講演に来たソリシター(弁護士)に教えてもらったエディ

ンバラのレストランですが、これだけでエディンバラに行った甲斐

があったと思ったほどおいしかったです。ムール貝専門のレストラ

ンで、酒蒸しをはじめとした貝料理がたくさんメニューに並んでい

ます。私はクラムチャウダーと酒蒸しをいただきましたが、どちら

も本当においしかったです。酒蒸しの鍋のサイズや味付けも細かく

選ぶことができます。複数人で行き、それぞれ違う味付けの鍋を注

文してシェアするのがおすすめです。ムール貝か・・・と思ってい

ましたが予想以上においしかったです。3 連休にエディンバラに行

く人は絶対に行くべきです！ 
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↑二階建てバス ↓ブラックキャブ 
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【ケンブリッジ⇔ロンドン】 
〇電車（National Rail） 
ケンブリッジ駅⇔キングスクロス駅 
１時間ほど。 
アプリを入れて、３人以上で日時指定予

約すると安いのでお勧め！ 
〇コーチ（高速バス） 
２時間ほど。 
National Express という会社が大手。 
インターネットから予約可。 
２週間以上前から予約で大幅割引（ちな

みに私はこれに気づかず直前に正規価

格で予約しました。） 
 
◎３人以上で予約して電車の方がおす

すめ！ 
          

 

 

【ロンドン市内の移動手段】 
〇地下鉄（ロンドン内移動の基本） 
ロンドンに着いたら何が何でもオイス

ターカードを買いましょう。 
―オイスターカードとは？ 
ロンドン全域の交通機関で使用できる

IC カード。（suica のようなもの） 
日本と違う点は、ゾーンによって１日

の引き落とし上限額が決まっているこ

とです。観光の計画は、路線図を考慮し

て立てるとお得に回れます！ 
〇バス 
イギリスのシンボル的存在の二階建て

バスはオイスターカードで乗ることが

できます。 
市内観光には、８・11・15・453 番路

線がおすすめです！ぜひ利用してくだ

さい！ 
〇タクシー 
タクシーは他の移動手段に比べて高い

イメージがある方も多いと思います。 
世界的に有名なロンドンのブラックキ

ャブ、実は大人数で乗ればそんなに高

くないんです！ 
例えば、私は大英博物館からキングス

クロス駅までタクシーを使いました

が、４人で乗車し、1 人２￡ほどで乗れ

ました。クラシカルなブラックキャブ

にとても気分が上がります。記念に一

度乗ってみることをおすすめします！ 
 
【週�旅行先�の���移動】 
 行先によりますが、高速バス、鉄道、

飛行機が移動手段として考えられま

す。前もって予約することで確実に旅

行に向かえます！ 
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 お土産の中でも特におすすめなのが現地で買える

お菓子です。なんだかんだいって 1 番ローカルなお

土産だと思います。大学近くのコンビニでも手に入

りますし、お菓子屋さんも多いので、イギリスならで

はのカラフルで可愛いお菓子をたくさん買うことが

できます。大人数へのお土産に特におすすめです！

現地のお菓子を買っていくととても喜ばれることが

多いと思います。 

 
 
 
 
 
 
イギリスには多くの観光地があるため、様々なお土

産を買うことができます。 
個人的なおすすめは現地の古着屋さんに行くことで

す。左の写真のお店はブリック・レーン(日本でいう

下北沢のような場所)にある古着屋です。イギリスで

しか買えない現地の服がたくさん置いてあって、古

着が好きな人にはとてもおすすめです！ 
 
 
 
 
 
 

 
 
右のお店はオックスフォードにあるアリスのお店です。オッ

クスフォードはハリーポッターで有名な観光地なので、行っ

た際は是非ここにも寄ってみてください。可愛い雑貨がたく

さん置いてあります。 
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現地では、場所や時間を問わず想定外のトラブルやアクシデントがたびたび起こります。 

下記は今回の研修で実際に起こったことの一部です。 

 

・屋台で買ったケバブで食あたり 

・目的地に行く乗り継ぎのバスが突然キャンセル＆3 時間待ち 

・注意不足で階段から転落して剥離骨折   

・食堂でしつこく宗教勧誘を受けた   

・ロンドンの地下鉄で友達とはぐれた  など 

 

ここでは不測の事態に巻き込まれないための心掛けや、巻き込まれた際の対応について紹介します。 

 

【準備】 

研修中にトラブルにあっても対処できるよう準備していくことが大切です。以下に挙げたものは特

に研修前に用意しておくべきものです。 

・普段使っている薬(疲労や環境、気温の変化で体調不良を起こしやすいため) 

・現金(万が一、カードが使えないときのために。多めにあると安心) 

・キャンパス外でのインターネット環境(SIMカードやポケット Wi-Fi、ド〇モ海外利用などの手配) 

 

【研修中の心掛け】 

普段の寮生活でも外出する際も注意を怠らないことが大切です。特に以下のことは覚えておいてく

ださい。 

・シャープ先生や PA、寮の連絡先を常に携帯すること 

・絶対に 1人で行動しないこと 

・大金は寮で管理し、荷物は常に肌身離さず持っていること(パスポートや寮の鍵は常に持ち歩い

ておいた方がいい) 

・体調管理の徹底 

 

【もし巻き込まれたら…】 

すぐにシャープ先生や PA に連絡して指示を仰いでください。自分だけで解決しようとせず、的

確に状況を説明し、助けてもらうことが適切な対処につながります。 

 

 ここまでいろいろ書きましたが、つつがなく研修を終えて帰国できれば問題ありません。トラブ

ルを恐れすぎず、困ったことや分からないことがあればためらわず先生や PAに頼りましょう。 

 

楽しく充実した留学生活を過ごしてください！ 
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新型コロナウイルスとは、発熱、咳、倦怠感、味覚または嗅覚の消失を伴う感染症のことです。

皆さんがイギリスに行く頃にも存在しているかわかりませんが、私たちが本研修に参加した際には

世界中に蔓延していました。 
 
【“コロナ禍”のイギリス】 
もちろんイギリスもパンデミックの最中でありましたが、日本とはコロナに対する考え方が少々

異なっており、マスクをしている人はほとんど存在しませんでした。そのため、残念ですが研修参

加者の中にはコロナに感染する学生もいました。 

 
 
【新型コロナウイルスに感染したらどうなるのでしょうか？】 
個々の学生によって様々な症状が観測されました。微熱程度で済んだ学生、元気になっても陽性

反応が止まらず隔離を続ける学生、喉が痛すぎて何も食べられず苦しむ学生など多岐に渡ります。 
症状が出ると、自室隔離とになります。“Self Isolation”という張り紙が貼られるので、誰かが

部屋に入ってくる心配もなく、ゆっくり療養することができます。 
教室には行くことができませんが、Zoom から授業を受けることができ、（体調の許す範囲で）先

生も丁寧に授業の説明をしてくださるので特に困ることはありませんでした。 
また、優しい友達や PA がご飯や必要なものを届けてくれるので、快適に療養することができま

した！ 
ただし、帰国前に陽性者になってしまうと延泊しなければいけなくなるので注意です。実際に筆

者は一人で延泊することになりましたが、先生方や PA の皆がサポートをしてくださったので、安

全に楽しく過ごすことができました。 
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感染対策として、コロナに感染している学

生を明らかにするために、私たちは毎朝 LFT

検査と呼ばれる抗原検査を行いました。 

もし感染していたら二本線が浮かんでくるの

ですぐにわかります。 

←このように！ 

（これは陽性者が実際に撮影した写真です。） 
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 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は自分にとって非常に良い経験

になりました。特に自分の将来について深く考える機会でした。研修で僕たちをサポートしてくれ

る PA はケンブリッジの学生であり、彼ら彼女らとはほぼ毎日をともにしました。世界最高峰のケ

ンブリッジで学ぶ彼ら彼女らの叡智は目を見張るものであるにもかかわらず、学問に一辺倒するこ

となく様々な活動にも精力的に取り組んでいました。彼ら彼女らとの会話は知的好奇心を刺激する

ものであったし、将来についての考えは自分自身が将来について考えを深めるきっかけにもなりま

した。また実際にケンブリッジで教鞭をとられている教授らによる授業は完全に英語で行われ、内

容も難しかったですが、現在の我々の生活と結びつく内容だったため興味深く、勉強への意欲を掻

き立てられるものでありました。 
 本研修は非常に密度の濃い経験であり、研修を終えた今でもこの経験をゆっくりと消化している

ような感覚があります。次年度参加しようと思っている方も本書を読み込んで、準備をし、密度の

濃い経験をしてくれることを願っています。 
 新型コロナウイルスの影響で多くの留学プログラムが開催されなかった中、3 年ぶりにこのケン

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が実際に現地に行く形で行われました。

我々が訪問した際のイギリスは EU 離脱に伴う人材不足や、ストライキの影響で電車が運行しない

など日本にいた時に抱いていたイメージとは違う部分がありましたが、これも実際に現地に行って

みなければわからなかったことだと思います。このプログラムを実現してくれた明治大学の先生や

事務室職員の皆様、James 先生、研修にともに参加した仲間たち、本研修に関わったすべての人に

ここに感謝の意を表します。 
M.S 
 
絶対に行って後悔はしないプログラムだ、ということをまず断言します。筆者は入学当初からこの

プログラムへの参加を希望していましたが、2・3 年次には新型コロナウイルス流行の影響で開催さ

れませんでした。本プログラムの開催が決まり、参加合格メールをもらった時、研修メンバーの中

で誰よりもこのプログラムに対する期待が大きかった自信があります。コーパス・クリスティでの

1 か月間は私の期待をはるかに凌駕し、楽しく充実した時間でした。毎日講義で学ぶことは難解な

時もあったが、非常に新鮮で私たち研修メンバーの興味を掻き立てられるものばかりでした。また、

我々が考えている「イギリス」像と実際に行ってみて見て知った「イギリス」像はかけ離れている

ものがありました。特に EU 離脱後のイギリスの実情を聞いたときはニュースなどで聞く内容と全

く違い、衝撃を受けました。「百聞は一見に如かず」、といいますが、本当にそうだということを今

回研修に参加して改めて感じました。参加せず後悔することはあっても参加し、現地に行って後悔

することはないと思います。参加が決定し、本書を読まれている方は実りある充実した 1 か月間に

なるようにぜひしっかりと準備をしたうえで参加してほしいと思います。最後に、このプログラム

を再スタートさせてくれた明治大学の先生方や法学部事務室の皆様や、James 先生、Jackie 先生

にここで感謝の意を表します。 
そして研修に参加した大切な仲間たち、みんながいなかったらこんなに最高に楽しくて素敵な研修

にならなかったと思います。今年の夏は私にとって学生最後の夏休みでしたが、みんなのおかげで

本当に最高のものになりました。ありがとう。 
K.M 
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Stability is something that many people hope for. A stable relationship, a stable job, stable 
friendships, stable health, a stable economy... if we can have many stable things, we believe our lives 
will be relatively stress-free and our future will be smooth. Certainly I enjoy the stability of life in 
Japan, compared to some other places I have lived!  

 
But too much stability might sometimes be bad for us. If we get too accustomed to stability, 

we might encounter difficulty or anxiety when an unexpected situation arises. So, especially when 
we are young, I think making ourselves experience a little instability is important, to help build our 
confidence, resilience and flexibility. 

 
 Short-term study abroad is a great opportunity to do that. If we put ourselves in a totally 

new environment, everything we are used to becomes a little unstable. And because it becomes 
unstable, we notice it, maybe for the first time. We notice the structure of our daily routine, our way 
of expressing an idea, what we think about the meaning of our study, what topics of conversation we 
like, the way we try to solve problems, the goals we hope to aim for in the future, the roles we think 
men and women should have in society... and, suddenly, we discover various little gaps between 
ourselves and the people in our new environment, and we have to find ways to build a bridge across 
them. Perhaps we can find things that we like on the other side. And perhaps sometimes we will 
prefer the side we are on. But even so, just understanding that there is another side is an important 
way to develop as individuals.  

 
More than language ability, I think what students can get from study abroad is this kind 

of stimulation, challenge and self-discovery. Study abroad isn’t just about understanding something 
foreign -- it also helps you to look at yourself objectively and understand more about who you are. 
And once you can do that, you can take control of your life, and think about what you should do to 
improve yourself. And that is the first step towards achieving your full potential as autonomous 
individuals.  

 
James Sharp 
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2022  
 
・期間 

２０２２年８月１０日～９月５日 

 

 

・参加人数 

２０人 

 

 

・参加費用 

約８０万（寮の食堂で利用可能なミールカード代金を含む） 

 

 

・単位認定 

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

 

 

・応募資格 

本学学部 2〜4年生(2022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 AⅠ・AⅡ・CⅠ」を 2022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れ 

 

３月１１日（金）～４月２０日（水） 応募受付期間 

４月２３日（土） 選考（面接及び書類選考） 

４月２５日（月） 選考結果発表 

４月２６日（火） 初回オリエンテーション 

５月３１日（火） 第２回オリエンテーション 

６月１８日（土） TOEIC S＆W テスト 

６月２０日（月） 第３回オリエンテーション 

７月１２日（火） 第４回オリエンテーション 

８月１０日（水）～９月５日（月） 研修 

９月１７日（土） TOEIC S&W テスト 

９月２９日（木） 帰国報告会 
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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。帰国してからもうすぐ 3 ヶ月になりま

すが、今でも昨日のことかのようにケンブリッジでも日々を思い出すことができます。この報告書

読んだ方に少しでも本プログラムの魅力が伝わりますように。  
K.M 

 
 
 
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。「この冊子の作成を通して来年度以

降の参加者の役に立ちたい」との思いから編集にあたりました。この冊子を読んだ方が、少しでも

研修に参加したいと思っていただければ幸いです。 
私自身、選考の面接では大層なことを言ったものの、研修に耐えられるのか自信がありませんでし

た。実際に研修中、自分の英語力のなさや他の参加者の優秀さから落ち込んでしまうこともありま

した。しかし、先生や PA、参加者のみんながいつも挑戦する環境を整えてくれ、成長したという

自信をもって帰国することができました。 
挑戦する環境は整っています。大学生活、何か成長したいならぜひケンブリッジへ 

                                        I.Y 
 

 
 
 
最後まで読んで下さりありがとうございます。編集にあたり難しかったことは、ケンブリッジで

は新たな発見の連続で、書きたいことを厳選することは大変でした。また、書かれた原稿を確認す

るだけでも、それぞれの違った見方で書かれており新たな発見がありました。たった 4 回しか訪れ

ない大学生の夏、その限られた時間をどう使うかは十人十色で、その後の人生を左右することは言

うまでもないでしょう。大学生活で新たな挑戦をしてみたい、新たな知識を獲得したい。ケンブリ

ッジではそのような願望がある人にとって最適な場所であるといえるでしょう。千里の道も一歩か

ら、このパンフレットがケンブリッジ大学夏期法学研修の最初の一歩になれば幸いです。 
                                          T.Y 
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