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教員挨拶 

国際的視野を広げよう！ 

法学部長 青野 覚 

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学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 C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、2016 年度ケンブリッジ大学夏期法学研修に参加した学生の皆さん全員が協力して

作成した報告書です。イギリス法や EU法といった法律の授業の様子だけでなく、長い伝統と歴史

を体現するようなカレッジの学生寮での日常生活を含めた貴重な体験がコンパクトにまとめられ

ています。 

 研修に参加する前は、イギリスへ行くことを楽しみにしつつ、初めての海外生活に対する不安や

英語能力への不安等、不安も感じていたことと思います。しかし、現地での寮生活や授業でのグル

ープワーク等、普段の学生生活ではなかなか体験することがない経験を通じて、そのような不安も

解消していったと思います。4週間を終える頃には、人と助けあうこと、自分とは違うもの（人、

文化、習慣等）を理解しようとすることの大切さにも気づいたと思います。 

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

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

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

と思います。皆さんのますますの飛躍を期待しています。  
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はじめに 

 

 この冊子を手に取り、このページを読んでいるということは、少なからずこの研修に関心を抱い

ているのではないでしょうか。もしそうなら、ぜひ、前向きに考えてみてください。 

 この 1ヶ月間の研修では、ケンブリッジ大学という一流の場で法律英語やイギリス法の基礎を学

べる、というだけではなく、現地の第一線で活躍されている、ケンブリッジ大学出身の弁護士の生

の声を聞いたり、ケンブリッジ市内で実際に開かれている裁判を傍聴したり、教室で授業を聞いて

いるだけではわからない、「生きた法学」に触れることができます。ディスカッションや発表など

を通して、自分たちが学んでいる物事を考える力、自分の意見を積極的に発信する力を養うことは、

帰国してからの姿勢の変化にも繋がるはずです。 

私たちも、30 人が 30通りの目標を持ってこの研修に臨み、30通りの成長をしました。この報告

書では、その一部を紹介できたらと思っております。 

 印刷の都合上、カラー写真を豊富に使用した旅行特集ページを、週末旅行体験記として冊子の前

半に組んでいます。授業のない週末は、近場で日帰り旅行をしたり、遠出して宿泊したり、それぞ

れ羽を伸ばすことができました。しかし、プログラムのほとんどを占める平日には、そうはいきま

せん。想像以上に忙しい毎日が待っています。非常に充実しており、決して「遊んで終わってしま

う」ことはない環境です。ぜひ来年の参加者も、一人ひとりの動機を持って飛び立ってほしいと願

っております。 
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スケジュール 

 

 

 

 

 

現地で行う授業は主に、英国法の基礎を学ぶ「Introduction to English Law」、法に関する英語

の学習やゲームをしたりする「English for Legal Purposes」、PA と設定されたテーマを議論する

「PA Discussion」があります。 

「English for Legal Purposes」、「PA Discussion」、「Court visit」は現地で発表された１クラ

ス 10 人程度の少人数クラスで行い、他は全員で行います。1コマ 1時間 15 分です。最後の週には

Mock Trial（模擬裁判）と Exams（試験）が用意されています。 

土・日は休日となっており、2週目は 3連休がありました。それぞれ計画してロンドンやエディ

ンバラに行くなど、自由な休日を過ごすことができます。 

平日の授業が終わったあとに、PAが企画した活動（PA Activity）に参加するのも楽しいです。 
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University of Cambridge について知ろう！ 

 

★History 

ケンブリッジ大学の歴史は約

800 年前、1209 年にオックスフォ

ード大学の学生や学者が市民と

の騒擾を避けるために、今のケン

ブリッジ市に移り住んで学問活

動を始めたことに遡ります。日本

の歴史で言うと、ちょうど鎌倉幕

府が成立して武家政権が確立し

ていった時期です。学問を愛する

彼らの情熱は、国王の保護のもと

に置かれ、大学は発展していきま

す。現在では「31 のカレッジ

（College）」のもとに構成され、

学問的追求は今でもなお、深化を

遂げています。 

★カレッジってなに？？ 

 貴族や町人のギルドは多くの

寄進をしてケンブリッジに学問

をする場所を作っていきました。そのカレッジたちは独自

の勢力を持っており、それらが集合してケンブリッジ大学

と言われています。簡単に言えば「寮がついた大学が 31

つケンブリッジの中心部にある」ということです。事実学

生たちは「ケンブリッジ大学に所属している」というより

も、「カレッジに所属している」という感覚を持っているよ

うです。それもそのはず、学生たちは入学試験もそれぞれ

のカレッジで受け、合格したらその寮で生活をして、密の

濃い少人数授業を行うからです。 

★高すぎる大学ランキングと著名すぎる卒業生 

 そんなケンブリッジ大学は、今では世界有数の名門校として知られて

います。世界大学ランキング（Times Higher Education 2016 年 9月発

表）によると、ケンブリッジ大学は世界 4位となっています。学問研究

が盛んなこともあり、卒業生もそうそうたる顔ぶれ。ニュートンやクロ

ムウェル、ダーウィン、ホーキンス、最近で言うと実は俳優のエディ・

レッドメインもケンブリッジの卒業生。このような所からもイギリスの

上位 0.4 パーセントの学生しか入学を許されない超名門校ということ

がよくわかるのではないでしょうか。この研修では、そんな大学に身を

置くことが出来ます。素敵なことだと思いませんか？？ 
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Corpus Christiにようこそ！ 

 

 

私たちはこの研修で Corpus Christi College に滞在しました。Corpus 

Christi College は 1352 年に設立された歴史あるカレッジです。 

 

 

 

 

Corpus Christi はケンブリッジの町の中心部に位置しています。

近くには King’s College もあり、カレッジの前の通りである

Trumpington St.はいつも観光客であふれています。 

 

ちなみにケンブリッジ駅と Corpus Christi は歩いて約 30分の距

離があります。思ったよりも時間がかかってしまうので、旅行する

際などには気を付けてください！ 

 

 

 

 

カレッジの正門を抜けると、最

初に New Courtが目に入ります。

正面のチャペルと合わせて見え

る景色はとても美しいです！ 

多くの観光客がこの景色を見る

ために New Courtを訪れていまし

た。 

 

 

 

 

 

他にもカレッジ内には様々な美しい景色が

たくさんあります。また、他のカレッジも正

門までは立ち入ることのできるところが多い

ので、皆さんもぜひ色々なカレッジを巡って

みてはいかがでしょうか。 
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ケンブリッジ寮生活 

 

■食堂 

朝昼晩、大学内の食堂で食事をすることができます。研修

初日にミールカードという食堂を利用する際に使用するカ

ードが配られます。カードには研修期間中食事ができるだけ

の金額が既に入金されており、自由に使うことができます。

朝のメニューは基本的に変わりませんが、昼と夜は毎日違っ

た料理が食べられます。ときにはイギリスの伝統料理である

フィッシュアンドチップスがでることもありますよ！デザ

ートやコーヒー・紅茶も用意されているので、食後に一杯お

茶をするのもいいかもしれません！ 

 

■Pelican Bar 

これは Corpus Christi College 内にあるバーで、とにかく便

利です！平日の 10:00～15:00 には日本のカフェにあるようなも

の（コーヒーやサンドイッチ

など）が購入できます。また、

時間に関係なく開放されて

いるので、みんなでホールに

集まって話し合いやパーティーをすることもできますし、テー

ブルフットボールやビリヤードで大いに盛り上がることもで

きます！ 

■部屋 

研修中は学校の寮で生活することになります。教室まで徒歩 1

分という最高の立地です。寮では 1人 1部屋が基本ランダムで割

り当てられます。レイアウト、家具などは人によって様々。基本

的には 5～6 人ほどが入れる広さで、ベッド、勉強机、椅子、ク

ローゼットがあります。運が良ければ、ベッドが 2 つあったりす

ることも。多くの部屋は洗面台がついていますが、シャワーとト

イレは共用という形です。寮内は Wi-Fiが使用可能です。毎朝ク

リーニングの方がベッドメイキング、ゴミ捨てなどをしてくださ

るので、部屋の片づけは、それまでにしておいた方が良いです。 

 

■その他 

シャワー、トイレの他にはキッチン、ランドリールームが共用です。キッチンは電子レンジ、ケ

トル、シンクなどが使えますが、火気使用厳禁です。冷凍食品を買ってきて解凍して食べている人

もいました。ランドリールームは洗濯、乾燥、アイロンがけができます。洗濯は 1.4 ポンド、乾燥

0.2 ポンドです。1 ポンドと 0.2 ポンドの硬貨しか使えないので、これらは取っておきました。洗

剤は備え付けられていないので、注意してください。 
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PA紹介 

 

★PA ってなに？？ 

 PA とは Program Assistant の略です。彼女たちは現役のケンブリッジ大学の学生で、年齢も参

加者と同じくらいの、大切な私たちの友人たちです。授業のサポートや週末旅行の計画を一緒に考

えてくれたり、時には学生同士らしく、悩み事をぶつけ合ったりと、彼女たちとはたくさんの忘れ

られない思い出があります。異なる文化で育った人と友達になるって、素敵だと思いませんか？？ 

 そんな私たちのＰＡを是非紹介させてください！！ 

 

★Caitlin 

マレーシア出身のアジアンビューティー。しっかり者でとても面

倒見が良く、みんなのお姉さん的存在でした。PA 2年目という経験

を生かして、私達が初めてロンドンに行く前には、迫真の演技を交

えつつ、日本人がやりがちな不注意についての講習もしてくれまし

た。とにかく女子力満点で、ファッションやグルメなどおしゃれな

店は彼女にお任せでした。社交ダンスを習っており、彼女が踊る姿

は、みんなの視線を釘付けにしました。いつもニコニコと楽しそう

に話す彼女の笑顔に、みんな癒やされたこと間違いなし！ 

 

★Mikaela 

トリニティカレッジに在学し法学を専攻しているアメリ

カ生まれの美人。普段からとてもフレンドリーで穏やかな優

しい性格で、勉強のことや困りごとを彼女に相談するだけで

癒しを感じることができる、そんな友人です。趣味は“旅行”

ということで、研修者の旅行のサポートは万全。PA 陣の中で

唯一、日本にも来たことがあり、日本の文化についても熟知

していました。最近は『Pokémon GO』に夢中になっており、

ケンブリッジ中心部のジムリーダーもしていたとか。卒業後

は中国の大学に留学を目指すそうです。 

 

★Jessica 

フランス出身のアクティブガール。頼りがいがあって、スポーツ

万能、容姿端麗で最高に cool。スポーツとかお酒とか、楽しいこと

は何でも任せて！と、近くの公園で遊ぶための道具の用意や、おす

すめのバーの案内、週末の旅行計画の手伝いなどもしてくれました。

彼女の破天荒な行動や思い出話は異文化を感じさせられるようなこ

とばかりで、みんなを驚かせる一方、特技がピアノという文化的な

一面や、日本の女の子達と同じように、ガールズトークではしゃぐ

お茶目な一面も見せてくれました！ 
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ケンブリッジ周辺案内 

 

1. Punting 

 

 

2. Coast Fish & Chips Restaurant 

 

 

 

 

 

 

3. Market 

  

 

   

 

 

 

4. Pubs 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ケンブリッジ 1 美味しいと評判のフィッシュ

＆チップス専門店です。手頃な値段でサクサ

クの衣にふわふわの白身が大変美味です。 

石畳の広場に建つ市場には、お土産物だけで

なく、様々な国の屋台料理や手作りパン、色

鮮やかな果物が売られていました。 

EAGLE▶ 

ケンブリッジに来たら一度は訪れるべき、長

い歴史を持つパブです。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、ディナーは予約をお勧めします。 

ケム川周辺の歴史あるキャンパスや美しい街並みを、

ボートの上からゆっくり堪能することができます。漕

ぎ手のお兄さんに案内を任せるのも、自分で漕いでみ

るのもとてもいい経験になります。 

 

◀BATH HOUSE 

EAGLE の隣にありリーズナブルにイギリス料

理が楽しめるパブです。カジュアルな店内で

気軽にお酒を楽しむことができます。 
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5. English Breakfast 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. Aromi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7. Supermarket 

 

  

  

 

  

 

 

8. Landscape 

 

石造りの伝統的な建物が並ぶ素敵な街です。 

  

キャンパス周辺に 3～4軒あり、比較的夜

遅くまで営業しています。いろんな食材

やお酒を買って、部屋でホームパーティ

ーするのも楽しいです。 

気軽にジェラートや本場のピッツァを楽

しめる人気店です。 

特にジェラートはアーモンドミルクなど

珍しくてセンスのいいフレーバーに出会

えます。 

ケンブリッジには、朝早くから開いてい

るレストランがあり、右の写真のような

食事を English Breakfast と呼びます。

お店により多少異なりますが、いずれも

ボリュームがあります。 
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週末旅行体験記① ロンドンその 1               

 

■ロンドン塔（Tower of London） 

イギリスの世界遺産としても有名なロンドン塔。その昔、身分の高い王族らが投獄され処刑され

た場所であるのに加え、歴代のイギリス王室に伝わる宝石や王冠なども展示されています。また、

有名なのが、2 羽のワタリガラス。昔、大勢いたカラスを駆除しようとすると、占い師に「カラス

がいなくなるとロンドン塔は崩れ、国が滅ぶ」と予言されて以来、カラスを飼育するようになった

そうです。日本とはまた違うカラスで人気のス

ポットなので、ぜひ１回見ることをお勧めしま

す。カラスと一緒に写真も撮れますよ！その他

にもロンドン塔には展示物が多く、1周するの

にも一苦労でした。 

ロンドン塔はロンドンから東に外れた所に

あるので、ロンドン塔に行くなら、ロンドン塔

＆近くのタワーブリッジに行くのが賢い選択

だと思います！大英博物館やバッキンガム宮

殿等に行くには少し遠いし疲れるので、別日に周るのが無難ですよ！ 

■アビーロード（Abbey Road） 

ビートルズ 12 作目のアルバムのジャケットとして

有名になった Abbey Road。本当にただの交差点ですが、

「Abbey Road」というバス停で降りると、そこには大

勢の地元の人＆観光客がいました。そしてなんとかジ

ャケット通りの格好をしようと、車が通るにもかかわ

らず、必死に写真を撮る人々がいました。車で通る人

もある程度理解しているため、止まってくれるイギリ

ス人もいましたが、中には轢かれそうになる人も…。

写真を撮る際は、周囲に気を付けて行動しましょう！ 

■ショッピング in ロンドン 

ロンドンにはショッピングできるところもたく

さんあります。 

特に地下鉄の Piccadilly Circus(ピカデリーサ

ーカス)駅周辺には Cath Kidstonや BURBERRY とい

ったブランド店をはじめ、紅茶専門店や高級時計

店、イギリスグッズのお店など、イギリスならで

はのお店が色々そろっている場所です！私たちの

中には、土日の観光で余った時間等を使って、ロ

ンドンで買い物する人もいました。1日じゃ周れな

いほどお店がたくさんあるので飽きないと思いま

す！ぜひ行ってみてください！(営業時間が夕方までの店もあるので要チェック！！) 
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週末旅行体験記② ロンドンその 2 

 

■ビッグベン(Big Ben) 

 

 

 

ロンドンといえばこの建物を思い浮かべる人が多いと思           

います。この時計塔はウェストミンスター宮殿の横にあり、15 分

ごとに鐘の音が鳴ります。ウェストミンスター宮殿はフィールドト

リップで訪れるので、その時にもちらっと見ることができます！ロ

ンドンのシンボルである観光スポットなので、SNS 用の写真を撮っ

てみてはいかがでしょうか！ 

 

 

 

■バッキンガム宮殿(Buckingham Palace) 

 

イギリス王室の正式な公邸で、エリザベス女王がス

コットランドに滞在する夏季のみ一般公開されてい

ます。バッキンガム宮殿は今でも実際に使用されてい

る数少ない宮殿のひとつです。入場料はおよそ 20 ポ

ンドで安くはないお値段ですが、中にはきらびやかな

お部屋の数々や、エリザベス女王が公務の際に着用さ

れた洋服が並んでいたり、とても見ごたえがありまし

た！1日おきに衛兵交代式を行っており、早めに行く

と、目の前で右の写真のように見学することができま

す！ 

 

■大英博物館(British Museum) 

 

 

大英博物館にはおよそ 800 万点以上の展示物が収

蔵されています。「ロゼッタストーン」や「ラムセス

2 世の胸像」など有名な展示物をはじめとして、1 日

では到底周り切れないほど多く展示されています。ロ

ゼッタストーンのデザインの USBなど、変わったもの

も売っているので、友達のおみやげ探しにもおすすめ

です！ 
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週末旅行体験記③ ストーンヘンジ＆バース 

 

 この日はイギリス南部のバースと世界的に有名なストーンヘンジに行きました。 

 

■バース 

 

 まずはケンブリッジから電車に乗り、ロンドン

で電車を乗り換えて、バースという温泉で有名な

都市へ行きました。 

 左の写真はバースにあるバース・アビーという

教会です。教会の中に入ると、ステンドグラスも

ありとてもきれいです。 

 バースは市全体が世界遺産として登録されてい

ることもあり、石造りの建物が建ち並ぶ街並みが

とてもきれいです。 

 

  

この写真はバースでもっとも有名な観光名所で

あるローマン・バスという浴場跡のものです。 

 バースは 2 世紀ごろにローマ帝国の支配下にあ

った影響で温泉の街として発展し、それが今日も

残っています。 

 ここでは写真の浴場の跡や温泉を流していた場

所をみることができます。 

 今も温泉が湧き出ているので、温泉に手を入れ

ると温かいです。 

 

■ストーンヘンジ 

 

バースで観光した後は、電車でソールズベリー

に行き、駅からタクシーに乗ってストーンヘンジ

に行きました。入り口に入ったあと、専用のバス

に乗り、ストーンヘンジの近くに行くことができ

ます。 

 ギフトショップもあるので、いろいろなストー

ンヘンジグッズを買うこともできます。 

 ストーンヘンジは世界的に有名なイギリスの世

界遺産の一つなので、ぜひ訪れてみましょう。 
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週末旅行体験記④ コッツウォルズ・オックスフォード・ウィンザー 

 

■コッツウォルズ   Cotswolds 

コッツウォルズ地方はイギリスの中でも田舎の地方で、多

くの村が点在しています。自然との共生がとても神秘的な印

象を受けました。私たちはバスと電車、タクシーを駆使して

行ったため、あまり多くの村には行けませんでしたが、それ

でも満足でした。注意してほしいことは、地方のためバスの

本数が本当に少ないと

いうことです。特に休

日は混んでいるので、バスで行く時は心に留めておきましょう。

もしくは人を募ってタクシーのチャーターなどを利用するの

がいいと思います。ここの景色は本当に素晴らしく、私はいろ

いろ行った中で一番、ここに行くことをお勧めします！！特に

イギリスで最も美しいといわれている“Bibury”はお勧めです。

この村はピーターラビットの世界そのものだともいわれてい

ます。 

 

■オックスフォード  Oxford 

オックスフォードといえば、ハリーポッターのイメージが

強いと思います。オックスフォード大学では、特に行くなら、

ロケ地として使われた New Collegeと Christ Church をお勧

めします。またオックスフォードは、不思議の国のアリスの

発祥の地ともいわれており、アリスショップがあったのでぜ

ひ立ち寄ってみてくだ

さい。オックスフォード

は、ケンブリッジと同じように大学が街に点在している場所

ですが、その 2 つでは雰囲気が全く違う印象を受けました。

その雰囲気の違いをぜひ味わってみてください！！ 

 

■ウィンザー  Windsor 

ここではウィンザー城を見ることが出来ます。これは居城として

は、世界で最も古く最大規模といわれています。ここは女王陛下が

週末を過ごされる“家”として使用されます。内装を見ることがで

きますが、とてもきらびやかで目を奪われます。とても大きく、砲

台や教会までも内在しています。日本語の音声ガイドが無料で借り

られるので、その場所が何に使われているのかしっかりと理解しな

がら見学できます！ちなみに出口の近くには、衛兵が見張りをして

います。邪魔をしなければ近くに行き、写真を一緒に撮ることもできるのでぜひ！！ 
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週末旅行体験記⑤ エディンバラ 

 

 

■街の雰囲気、エディンバラ城 

 週末には少し遠出をしてみては

如何でしょうか。私たちは 2 週目

の週末の 3 連休を利用してスコッ

トランドの首都エディンバラへ行

ってきました。エディンバラは開

けていて空気の澄んでいる、ロン

ドンとはまた違った雰囲気の、気持ちの良い街です。スコットランドはブリテン島の北に位置して

おり、気温が低いせいか、街の至る所で、かわいらしいポンチョやマフラーが売られていました。

お店によって値段や柄の種類が違うので、買う際は色々お店を巡って吟味するのもいいでしょう。 

エディンバラ城からは街を一望でき、遠くには海もあって美しく感動的です。城の中は見学でき、

軍の要塞であったことから、大砲が複数設置されていたり、死刑囚が投獄されていた監獄があった

りと、興味深い場所が様々ありました。城を出て街の大通りに入ると、至る所に大道芸人達が沢山

いました。ただ、少し立ち止まって見ていると、チップを要求してくる芸人もいるので、注意して

ください。 

 

■ホリールード宮殿 

 宮殿内では、様々な装飾品や絵画が飾られており、音声ガイ

ドをよりどころとしながら、イギリス王家の変遷の歴史の一端

を窺い知ることができました。宮殿と言われていますが、実際

に宮殿として増築及び使用され始めたのは 15 世紀で、1128 年

にデイヴィッド 1世によって建てられた寺院がその始まりです。

現在ではエリザベス 2世の夏季滞在に使用されています。 

 

 

■ウィスキーの博物館             

エディンバラ城の近くには「The Scotch Whisky Experience」

という、スコットランドを代表するお酒・スコッチウィスキーの

すべてが分かる博物館があります。そこでは、スコッチウィスキ

ーの歴史を樽型のアトラクションに乗りながら、音声ガイドとと

もに説明を受けられます。アトラクションから降りた後も、音声

ガイドを聴きつつ、製造過程の展示を見て回り、最後にはウィス

キーの試飲をすることができました。スコッチウィスキーの魅力

を余すところなく知ることができるので、お酒好きやお酒に興味

のある方はたまらない場所です。 

  



15 

 

週末旅行体験記⑥ ウェールズ 

 

ウェールズは英国を構成する 4つの国の 1 つ。自然にあふれた国で 3 つの国立公園、5 か所の特

別自然美観地域があります。また、ウェールズには美しい自然だけでなく、古代のお城がたくさん

あり、かの有名なジブリ映画である「天空の城ラピュタ」のモデルとなった地域でもあります。今

現在も、英語の他にウェールズ語が使われており、独自の文化や自然を大切にしている国であると

いえます。美しい田舎風景に心洗われたい方は是非、ウェールズに足を運んでみてはいかがでしょ

う？ 

 

■Conwy 

ウェールズの玄関口、この町自体が世界遺産に認定さ

れているほど美しい街。コンウェイを歩いていると、古

代にタイムスリップしたかのような気分になれます。コ

ンウェイにはコンウェイ城があり、無料で城塞の中に入

ることができます。 

 

■Llandudno 

↑何て読むか分かりますか？正解はスランドゥドゥノ！ 

読めないですね～。ここはリゾート地で有名な街です。とにかく

景色が素敵。みんなバカンスのためにこの街に来るので、のんび

りしています。海岸で、とにかくのんびり景色を楽しむことがお

勧めです。ちなみに、スランドゥドゥノは「不思議の国のアリス」

のモデルとなった街でもあり、至る所にアリスの像があります。 

 

■Caernarfon 

カナーボンはウェールズがイギリスによって統治された時、イギリス国王が政治の中心とした街

です。カナーボン城は今なお昔の姿で保存されています。城と旧市街を囲む 800 メートルに及ぶ城

壁もあります。 

 

■Llanberis 

スランベリスからはウェールズ最高峰であるス

ノードン山に続く登山鉄道が走っています。登山

鉄道は観光客にとても人気があり、事前に予約を

することをお勧めします。（事前に予約していかな

かったので乗れなかった…）もちろん登山鉄道に

乗らなくても、標高 1085ｍほどなので、自分の足

で登って壮大な景色を見ることもおすすめですよ。 
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London Field Trip  

 

Field Tripでは PAに引率してもらい、ロンドンの Westminsterにある法律施設を見学しました。

English Law で学んだ機関を実際に見て、より理解を深めることができました。 

 

■Supreme Court（最高裁判所） 

最高裁判所は英国最高位の上訴裁判所です。職員の方に案内してもらって、第 1法廷、第 2法廷、

図書室を見学しました。法廷内では裁判官の席に座らせてもらうこともできました。 

 

  

 

■Houses of Parliament（国会議事堂） 

国会の中には議場だけでなく、大きな絵画が飾られたホールや、歴代の政治家たちの像が並んだ

ロビーなどもあり、とても美しい建物です。ヘッドホンでオーディオガイドを聞くことができます

が、とても速い英語なので、覚悟が必要です。有名な Big Ben（時計塔）も、生で見ると迫力があ

ります。 

 

  

 

どちらの施設でも、入場の際に厳重な手荷物検査があります。ハサミ等を持っていると没収され

てしまうので、気を付けましょう。 
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裁判傍聴 Court visit 

 

 

ケンブリッジ大学に到着し、次の週くらいから、授業

の時間を割いてのグループ裁判見学が始まりました。

グループによっては、朝とても早くから出発したり、

はたまた、10 時頃から出発して、昼食を食べる時間

が無くなってしまうグループもありました。 

ケンブリッジ大学から裁判所までは、歩いて 25 分ほ

ど。公園やマーケットを通るので、さほど遠くは感じ

ません。美しい街並みを堪能しながら歩くのがお勧めです。 

 

 

裁判所に入る前に身体検査があり、はさみ等は持ち込めません。金属探知機でのチェックもあり

ました。男性はベルト等を外すよう指導がある場合もありますので、事前に頭に置いておくとよい

でしょう。 

 その厳重なチェックとは対照的に、驚いたことに、化粧室は裁判官や弁護士、更に被告人まで共

用のものとなっており、先ほどまで尋問を受けていたばかりの被告人が、ワンフロアに 1つしかな

いトイレの列に並んでいて、あまりの寛容さに驚愕しました。彼らとは待合室も同じなので、あま

り大声で事件について話すことは、控えなければなりませんでした。 

 

法廷内はいかなる騒音も許されない、静謐で荘厳な雰囲気に包まれていました。後に先生にその 

日の詳細なレポートを提出しなければいけないので、レコーダーを持ち込もうとしたのですが、注

意を受けました。携帯電話も勿論オフにし、音を立てないように椅子にもゆっくり座ります。 

 

見学した 2 つの事件は、どちらともレイプに関するもので、扱う事件もそういった事件が多いよ 

うです。ですが、途中入室の上、限られた時間のため、そのケースの裁判の一部始終を見ることは

できません。そして、裁判長や弁護人、被告は私たち日本人に向けて話すわけではないので、言葉

のレベルや話の速さなどについていくのはかなり難しいと思います。基本的にしっかり聞いていな

いと事件の概要が把握できませんが、休憩の際に PA が細かく補完してくれます。分からなかった

部分はそのままにせず、すべて質問をし、友人達と話し合って事件の流れや人物等を整理しておく

のも大事です。いずれにせよ、一生懸命にリスニングして得た情報を整理し、レポートにまとめる

という行為は、非常に力になるものであることは間違いありません。 

 

日本でも生の裁判を見たことがないという学生は多いと思います。弁護人、裁判官、被告人、陪 

審員、それぞれの表情を観察するだけでも大変興味深いもので、PA のサポートの元、実際のケース

を傍聴できるというのは大変貴重で、忘れられない経験となりました。 
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An Introduction to English Law 

  

■授業の概要 

An Introduction to English Law では主にイギリスの法律に関する基礎や司法制度、EU 法とイ

ギリス契約法について学びます。この授業でしっかりと法制度を理解してから議会と裁判所の見学

や裁判傍聴に行くことで、さらに理解が深まる上、そこで説明を受けた内容も頭に入りやすくなり

ます。この授業は語学クラスの授業とは異なり、全員が同じ教室で授業を受けます。担当講師は語

学クラスと同じく Ms. Jacqueline Thomas (Jackie) 先生です。授業は配布された教科書や資料を

基にパワーポイントで行われます。 

 

■扱われたテーマ 

The Source of Law / Parliament and Statutory Interpretation / The Doctrine of Judicial 

Precedent / The Legal Profession and the Judiciary / The Courts and Civil Procedure / The 

Courts and Criminal Procedure / EU Law / Law Reform / Lay Adjudication / Access to Justice 

/ Introduction to the English Law of Contract 

 

■授業を受けて得られるもの 

イギリスの法体系だけではなく、国際社会の政治経済・時事などの知識も幅広く学ぶことができ

ました。 

私は法学部ではなく経営学部の学生なのですが、就職活動を終え、何か新しいことを学びたいと

思い立ち、このプログラムに参加しました。法学の知識が他の学生よりも不足している私に Jackie 

は、毎回の授業で細やかに配慮してくださいました。授業後に授業内容の理解を助けるレジュメな

どをメールで送信してくださったり、特別に時間を作っていただき、一対一で、基礎から法体系を

教えていただいたりしました。プログラム最終週には、経営学と法学の知識を体系づけたビジネス

法の授業も特別に講義してくださいました。法学部の大学教授としてだけではなく、過去に会社を

設立したご経験もお持ちである Jackie の授業は、学生側にとって必要な知識を、一人一人に合わ

せて工夫してくださっていて、とても興味深かったです。 

また、授業はその場にいるすべてのメンバーによって作られていくことを実感しました。仮に法

学部、経営学部以外の学生が来年から参加しても、彼らが授業に参加できるよう、新しい特別授業

などが行われるかもしれません。来年度からの参加者には、積極的に授業を、このプログラム全体

を作っていってほしいです。 

 

■英語での授業 

 授業はすべて英語で行われますが、分からない部分は学生同士で授業が終わった後に復習しあう

ことが多かったです。更に、PA達が要点をまとめたレジュメを作成してくれたり、授業内容をさら

に掘り下げるディスカッションの時間等を作ってくれたため、授業を理解するための環境が整って

いました。 
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■An Introduction to English Law を受けての感想 

 担当講師の Jackie はクラスの全員を巻き込みながら授業を進めるので、はじめは指名されるこ

とやグループで話し合いをすることに不安がありましたが、すぐにその不安よりも授業の楽しさの

ほうが増していきました。なぜこのようなことが起こったと思うか、日本ではどのような制度にな

っているのか、自分がその立場だったらどう感じるだろうか、など、授業内容がより身近に感じら

れるような質問を沢山されます。普段の生活では考えたこともない事柄かもしれませんが、私はこ

の経験のおかげで何事に対しても興味を持ち、考える癖がついたように思います。今までどこか他

人事でぼんやりとしていた法律の内容や社会問題が、とても身近で現実味を帯びたものに感じられ、

輪郭がくっきりとしてきたような感覚です。 

 

 先生との距離がとても近く、仲間とも互いに協力しながら考えることができたので、学ぶことを

存分に楽しめた授業でした。わからないことは恥ずかしいことではなく、それに直面したときに自

分がどう取り組むのかが重要だと実感することができ、このことを日本に戻ってきてからの大学生

活の過ごし方にも生かしています。ぜひみなさんにも、この刺激的で面白い授業を体験してみてほ

しいです。 

 

 

■講師紹介 

 

Ms. Jacqueline Thomas (Jackie) 

 

 

 長年このプログラムに携わっていらっしゃるため、私た

ちがどのようなポイントで躓きやすいか、理解に時間がか

かるかをよく分かっていらっしゃいます。系統立てて教え

てくださるので、すっきりと理解することができます。 

 

そして何より素敵なのがそのお人柄！とても明るく、授

業中はよく Jackie の笑い声が教室中に響きわたり、私た

ちも和やかに授業を受けられました。授業外でも沢山話し

かけてくださり、私たちひとりひとりのことを本当によく

見ていてくださるので、信頼できて尊敬できる先生です。

皆、すぐに大好きになりました！ 
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English for Legal Purposes 

 

■English for Legal Purposes とは？ 

English for Legal Purposes では、法律を英語で学ぶ上で必要な法律英語や英語での法律のエッ

セイの書き方や語彙を学びました。また、法律英語に限らず、日常生活で必要な英語も学ぶことが

できました。担当の先生は Jackie 先生です。エッセイについては、習った書き方を活かして、あ

るテーマについてエッセイを書き、アドバイスをしてもらうということもありました。 

また、この授業では、今起きている社会問題にかかわるトピック、テーマについてみんなで考え、

話し合ってディスカッションをしたり、グループに分かれて、それぞれプレゼンテーションしたり

ということもしました。さらには、指定された役になりきって議論をしたり、互いに話し合いを通

して交渉したり、ゲームを通して、英語力や考え方を身に付けたりするという経験もすることがで

きました。授業は少人数で行われ、受け身ではなく、自分の考えている意見を表現したり、みんな

で議論したり、プレゼンテーションを通してグループでの意見を発表して、それについて互いに意

見を交わしたり、とても活き活きとしていて、楽しく、能動的で、積極的な授業でした。 

 

○今年度扱ったトピックの例 

Reading Techniques / Legal Writing Checklist / The Death Penalty / Negotiation Language / 

The Prenuptial Agreement / Whaling / SWOT Analysis 

 

■英語が苦手だと感じていても 

英語が苦手だと感じていても大丈夫です。Jackie先生はとてもフレンドリーで、分からなくても

何か自分の考えていることや思っていることを伝えようとすれば、意味をくみ取ろうとしてくれま

す。また、分からないことでも、今どこまで考えられているのかを伝えれば、その段階に応じてア

ドバイスをくれます。決して難しい英語ばかりというわけではなく、うまく理解できていなければ、

分かりやすい英語や表現によって伝えてくれます。この授業では、ゲームや友だちとの話し合いを

通じたグループワークを通して、楽しく英語や考え方を身に付けることができます。分からないこ

とがあれば、それぞれに応じて、アドバイスをしてくれます。大丈夫です。自信をもって授業に臨

んでください。 

 

■PA Discussion 

PA Discussion では、日本の法律とイギリスの法律を対比した議論や、ゲストレクチャーでの講

義をふまえての議論、さらにはイギリスでの時事問題についても話し合いました。あらかじめ扱う

内容が知らされているので、それぞれ自分なりに意見を考えて準備しました。ゲストレクチャーな

どで扱った内容も扱い、難しく感じたところも、PA も一緒に、みんなで自由に話し合う機会があっ

たことで、理解がずっと深まりました。また、イーハーゲームというレクリエーションのようなも

のも行い、PA や友達との仲も深まり、自由に話しやすくなりました。とても活発で楽しい授業です。 

 

○今年度扱ったトピックの例 

UK Houses of Parliament / UK and Japanese Supreme Courts / Barristers and Solicitors / 

The Relevance of Gender in Family Law / Legal Regime for Adult Relationships / Brexit 
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■感想 

English for Legal Purposes も PA Discussion もとても楽

しい授業でした。友達と意見を言い合ったり、今話題の社会問

題について議論し合ったり、また、グループワークやゲームを

通して、英語力を磨いたり、考え方を身に付けたり、思ってい

ることや考えていることを表現したりと、とても面白かったで

す。「楽しかった！」「面白かった！」とこのように言えること

がとてもよかったと思っています。 

もちろん大変なこともありましたが、友達と一緒に楽しみながら一生懸命取り組めた経験が、とて

も自分にとっていいものになったと思っています。とてもよかったです。 

K.K. 

English for Legal Purposes ではロールプレイングが印象に

残っています。ロールプレイングでは、弁護士になりきって依

頼人役に法的なアドバイスをするなどしました。日本だと恥ず

かしさなどが勝って、あまり真面目にできないのですが、Jackie

が考えや結論をグイグイ聞いてくるので、真剣に取り組まざる

を得ませんでした（笑）。いざ真面目にやってみると、法的な問

題を自分の言葉で説明するのと、英語で会話をするのとで二重

の難しさがありました。 

PA Discussion では、日本とイギリスの法律・法制度の比較が多かったのですが、私はイギリス

だけでなく日本法の理解も全然足りていないと感じました。日本の法について、PAから聞かれても、

言葉に詰まることが多かったです。残りの大学生活での学習態度を考えなければならないと痛感し

ました。 

と、なんだか大変そうな風に書いてしまいましたが、それだけではありません。どちらの授業も

リラックスして受けられますし、困ったときは、Jackie や PA や他の人が助けてくれました。楽し

く学習しながら自分の課題も発見できる、とてもいい機会だったと思います。 

M.S 

最初の 1週間はあまり授業について行けず、もどかしい日々

を送っていました。しかし、Jackie や PA のおかげで、徐々に

授業が楽しく感じるようになりました！ 

ロールプレイや模擬裁判、PA とのディスカッションなど、

様々な授業がありましたが、もちろんすべて英語で理解し、英

語で発言しなければなりません。こうした授業を 1ヶ月間乗り

切れたことは英語力の向上もそうですが、日本の学校ではあま

り身につけられない「度胸」「発言力」がついたと思いました！ 

週末の旅行もそうですが、ケンブリッジで受けた授業は私の誇りであり、人生の宝物になりまし

た！ 

                                        Y.S 
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模擬裁判 Mock Trial 

 

●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。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、わたしたちが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、裁判官や検察、弁護士、証人、陪審員などを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。役割分担では、各々の希

望をもとに立候補していき、希望が被った場合は、話し合いで決めました。準備では、検察側、弁

護士側、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、有意義な経験が出来ました。 

 

●本番 

模擬裁判の会場は、寮から数分歩いたところにある、裁判所を模した観光施設でした。傍聴席や

証言台、更には鍵のかかる被告人席まで忠実に再現されており、そこに伝統的な鬘を被った裁判長

や正装としてローブを纏った検察官、スーツ姿の証人達が揃うと、これから本当に裁判が行われよ

うとしているかのようでした。リハーサルでは、全員が所定の位置に着き、事務的な確認事項を読

み合わせるに留まったため、本番では、検察側も被告人側も互いに予想外の質問や応答に、即座に

英語で対応せねばならず、緊迫した空気が流れる場面もありました。 
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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

が入り交じった様な表情を見せ、会場での記念撮影を楽しんでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Mock Trial の感想 

 

・弁護側 総括 

模擬裁判のための準備期間は、決して余裕があるとは言えない短さでしたが、事件そのものにつ

いて、正確に把握するだけではなく、事件に至るまでの背景、人物関係や、被疑者の人物像なども、

弁護チームで細かく話し合って臨みました。 

裁判に向けた準備の中で、証人との打ち合わせがとても重要だと気付きました。証人の発言の内

容や信頼度によって、雲行きが大きく変わることがあるからです。検察側にどのような攻撃をされ

るのかを予想し、同時に検察側の主張を崩せそうな穴がないか、反撃する隙を考えていくイメージ

で進めていきました。 

  裁判中は緊張感もありましたが、今まで話し合いを重ねてきた仲間と一緒だったので、心強さ

もありました。弁護側の証人が検察側に予想外の質問をぶつけられた時などは、ハラハラして心の

中で声援を送ったり、実際の裁判での当事者の心境になれたりというのも貴重な体験でした。 

  実はもともと弁護士には興味がなく、人数の関係で第一志望の検察側になれなかった結果の役

だったのですが、話し合いの段階からとても楽しく、「そうか、こういうことをするのか。」と分か

っていくうちに、弁護士の「やりがい」に触れることができたと感じています。 

 

・検察側 総括 

検察側の役割は、被告人が犯した罪に対して、相応の刑を勝ち取ることです。裁判員の結論が最

終的な判決につながるので、彼らにこちら側が求刑した通りの結論を出してもらえるように、印象

的な証人尋問をすることを、模擬裁判中は心がけました。 
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 そういった部分で、検察側証人との事前の綿密な打ち合わせが重要度的に、かなりのキャパシテ

ィを占めました。彼らと協議しつつ、また事実関係の合間の流れから外れない範囲で類推し、脚色

をつける作業は長い時間を要しました。 

 当日となると、緊張感からか情報の引き出し不足が生じたりして、その場で質問事項の添削など

流れを修正しなければなりませんでしたが、そういった部分も臨場感があって楽しめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・裁判長 

  このモックトライアルの中で、裁判長の役を演じました。

裁判長の仕事としては、裁判の進行やコントロールがありまし

たが、最も重要なことは陪審員に対して事件の概要を説明する

ことでした。そのために、事件の概要を何度も読み込み、理解

を深めました。準備をする中で、裁判官は中立でなければいけ

ないので、どちらか一方の当事者側に偏らない言葉遣いをしな

ければならないということが大変でした。本番のモックトライ

アルでは、尋問の中で生まれた、新たな情報をまとめるのに苦

労しました。最終的に判決を出す際にも混乱してしまい、自分

の役割に対しては少し悔いが残りました。しかし、陪審員の

方々をはじめ、弁護側、検察側もとても白熱した議論をし、活気のある裁判になりました。それ

について裁判官の立場から、事件をとらえるという貴重な経験ができたので、この役目をやるこ

とができてよかったと思っています。 
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 ・被告人 

  今回、モックトライアルで被告人の役をし

ました。人生で事件の被告人として裁判にかけ

られることはなかなかないだろうと思い、この

役をやらせていただきました。実際にやってみ

て、裁判の時、弁護側がとても頼もしく、逆に

検察側からは裏をかくような質問をされて、証

言台のところでドキドキしたのを覚えています。

また、裁判の最中、被告人は後ろの方の被告人席で隔離されており、とても寂しかったです……。

モックトライアルでは、事実をどう裁判で出していくか、証拠をいかに固めていくかなど、弁護

士、検察、被告人がどのように考えて動いているかを実際に感じることができ、また裁判におい

て、被告人の気持ちを知ることができ、有意義な経験ができました。 

 

 ・陪審員の長 

  陪審員の長として、陪審の審議の進行及び法廷での陪審の意見の発表を行いました。陪審は、

検察側が被告人の有罪を十分証明できているかを中心に議論していきました。話し合いの中では、

それぞれの意見が異なっていたので、活発な議論ができたと思います。結論を出す上で苦労した

のは、裁判で実際に証明されたことだけを基準に、被告人が有罪かを考えなければならないこと

でした。皆、どうしても準備段階で読んだ前情報や先入観を消し去ることができず、陪審として

の公平な判断をすることがいかに難しいかを実感したと思います。 

 

・弁護側ソリシター 

  今回、弁護側のソリシター役をしました。ソリシターとは事務弁護士のことで、今回の模擬裁

判でのソリシターの仕事はバリスタ（法廷弁護士）のサポートでした。模擬裁判をするというこ

とで、何かしら裁判の内容に

関われる役がやりたくて選び

ました。一番大変な所は裁判

本番ではなく、前日の準備で

した。事実の確認や、相手の

応答を予想しながら質問を考

える作業にとても苦労しまし

た。実際、裁判が終わった後

は達成感があり、苦労も多い

ですが、やりがいがあるので

おすすめです。 
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判例プレゼンテーション 

 

■ 内容 

English Law の授業で、契約の成立に関する 5 つの判例を学習した後、グループを分けて、

それぞれの判例の説明のプレゼンテーション劇を行いました。授業では、判例を簡単にしか学

習しないため、詳しい内容についてはグループごとに、自分たちで調べる必要がありました。

担当した判例についてしか詳しく知らない他のグループにも伝わるように、分かりやすいプレ

ゼンテーションをするように言われていました。判例の事実の部分さえ正しければ、プレゼン

テーション自体をアレンジしても良かったので、どのグループも小道具を使うなど工夫してウ

ケを狙った発表をしていました。実際、ジャッキーは笑ったり写真を撮ったりして、とてもお

もしろがっていました。 

 

 

■ 扱った判例 

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

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

 

 

■ 発表の準備 

私たちの班は Re McArdle（1951）という判例を取り扱いました。この判例の争点となった

のは、過去に起こった Consideration が有効なのか否かについてです。Consideration は約因

とは訳せますが、そもそも日本にはない考え方なので、私たちも理解することは容易ではあり

ませんでした。そこで、まずは班員で手分けをして、PA に話を聞いたり、図書館を利用して事

件の争点を調べたり、インターネットを利用し、Considerationの意味合いの把握をしました。

劇の構成自体は面白い事件だったので、特に悩むことなく作り上げることができました。 

 

 

■ 感想 

 

パワポや BGM等も駆使して、いかに面白

く分かり易く伝えるか、ということを考え、

発表を行いました。大変ではありましたが

充実していました。皆さんも是非楽しみな

がらやってみてください‼（S．I） 

                        

 

                        ↑実際に使用したパワポの一部 
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留学中の生活 

 

ホームページや全体のスケジュールを見ても、結局ケンブリッジではどういう一日を過ごすのか、

想像がつかない人へ。留学中の現地生活を想定して、表にしてみました。 

これはあくまでも個人的な一例であり、もっと忙しい日や、またはもっと余裕のある日もあると

思いますが、平均的にこうだろう、という設定にしてあります。 

ぜひ、参考にしてみてください。 

 

8月某日 とあるケンブリッジでの 1日（平日） 

 

7:00 起床。着替えて、ベッドを整える。 

8:15 食堂で朝ごはん。ベーコンエッグとシリアル、コーヒーを選ぶ。 

テーブルには、既に席についている友達が何人かいた。一緒に食事をとりながら、今

日の予定についてあれこれ話し合う。 

9:00 今日は授業が遅いので、朝からのんびりマーケット散策。新鮮な果物が目に止まる。

夕方には閉まってしまうスーパーで、今のうちに水を買っておこうかな。 

10:15 

～11:30 

語学グループ授業(p.20-21参照)。 

教室に入ると、ジャッキー先生が笑顔で声をかけてくれる。一人、一人と集まってき

て、和やかな雰囲気で授業が始まる。 

11:45 

～13:00 

グループで PAディスカッション(p.20-21 参照)。 

昨晩予習した内容をもう一度見返して、ディスカッションルームへ向かう。輪になっ

て座り、積極的に意見を交わしあう。頭の体操になる。 

13:15 ペリカンバーで軽い昼食。ミールカードはここでも使える。 

14:00 

～15:15 

イギリス法の授業(p.18-19参照)。 

研修参加者全体で活発に進めていく。ここから 1日のメインパートが始まったという

気分になる。 

15:30 

～16:45 

ゲストレクチャー。今日は家族法についての講義を聞く。「家族法より家族が大事」と

言ってみんなを笑わせながら、終了時刻をきっちり守ろうとする先生にほっこりする。

結局白熱し、少しオーバーする。 

17:00 夕食までまだ時間があるので、PAと一緒に身体を動かしに行く人、部屋で休憩する人、

18 時まで開いているスーパーを目指して急いで出かける人、さまざま。 

18:30 EAGLE で夕飯代わりのフィッシュアンドチップスを食べる。たまには食堂以外の食事も

楽しい。まだ外は明るい。 

19:30 20 ペンスのコインを集めて、洗濯へ。 

20:30 バスマットを持って、シャワーを浴びにいく。 

21:30 PA のまとめてくれた資料と辞書を手に、今日の復習や明日の授業の予習をする。 

22:30 就寝。明日はコートビジット(p.17 参照)があるし、早めに寝ておこう。 
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日本食パーティー 

 

研修の中盤、どうしても日本の味が恋しくなり、日本食パーティーを企画しました。ロンドンの

ピカデリーサーカスにあるジャパンセンターというスーパーで、日本で馴染みのある様々な食材が

手に入ります。ただし、寮ではお湯とレンジしか使えないうえに冷凍庫がないので、実際に使えそ

うなものはあまり多くありません。結局買ったものは、サトウのごはんとすし太郎（ご飯に混ぜる

だけで作れるちらし寿司の素）、カップ麺、きな粉や抹茶のお菓子などです。ちなみに、このジャ

パンセンターでは、冷凍餃子の試食を配っていたり、肉まんが売っていたりするので近くまで行っ

た際にはおすすめです。 

 当日は皆で持ち寄った味噌汁やお菓子のほか、wasabi（日本食ファーストフードレストラン）で

お寿司と枝豆を、Sainsbury’s（スーパーマーケット）でお酒等々買い足して、PAも呼んで、リー

ダーの部屋（圧倒的に広い）で行いました。調理器具が必要な場合は、PAに聞いてみると貸してく

れるかもしれません。久しぶりの日本食に舌鼓を打ちつつ、PAと日本の話をしたりと、とても楽し

い夕食になりました。特に、箸の練習をして、とても盛り上がった記憶があります。 

 ただ、ジャパンセンターでは、なんでもないようなものが日本の倍近くの値段で売っていたりす

るので、荷物にならない程度に持っていくのもいいかもしれません。イギリスの食べ物は甘すぎた

り脂っこいものが多いので、簡単に食べられるようなものが少しあると、研修中に重宝するかと思

います。 

 

  



29 

 

イギリスの「食」 

 

(2016年度ケンブリッジ大学法学研修参加者アンケートより) 

 

●美味しかった食べもの 

♕1位 Fish & Chips(フィッシュ＆チップス) 16票 

堂々の 1位に輝いたのは、英国を代表する軽食、フィッシュ＆チップスで、半数以上を占める 16

票を獲得。その知名度にふさわしい結果となりました。お店によって、味やソースも異なるので、

フィッシュ＆チップス巡りをしてみるのも良いかもしれません。 

 

2 位 パイ 4票 

ビーフパイ、ミートパイ、キドニーパイなど、種類の豊富さにも人気が集まりました。EAGLE に

は「本日のパイ」という日替わりの美味しいパイがあるそうです。 

 

3 位以降 

それぞれ 1 票ずつ、ハンバーガー、ソーセージ、キッシュ、ホットサンド、ラムチョップ、豆料

理が挙がりました。残念ながら、「イギリス料理は口に合わなかった」という意見も。 

 

●要注意の食べもの 

☠1位 デザート類 6票 

要注意フード 1位はケーキなどの甘いもの。アフタヌーンティーの際にも、ケーキが甘すぎると

の声がありました。普段甘いものが好きではない人は、量に注意したほうが良いかもしれません。 

 

2 位 野菜、サラダなど 3 票 

ドレッシングの種類があまり豊富ではないので、日本から持っていくと重宝するでしょう。 

 

3 位 食堂の昼食に出るスープ、豆料理、和食 各 2票 

スープには一部ハズレがあったようです。ハズレを引いてしまった方からは、「家の箪笥の味が

する」という恐ろしい感想をいただきました。また、イギリス製の和食は「何かが違う」という

印象を受けるようです。 

 

他にも、ペリカンバーのアサイージュース(バターの味)、パイナップル入りのカレーなど、具体的

なものが挙がりました。 

 

結局、イギリスの食事はどうだったのか？禁断の質問ですが、10点満点で評価していただきました。

結果は‥ 

 

平均評価 7.40！ 

好みや運なども左右するようですが、総合評価は決して悪くない結果になりました。「なんだかん

だ、思ったより美味しかった」というのが本音ではないでしょうか。 
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爆笑？驚愕？イギリスハプニング集 

 

ケンブリッジを筆頭に、1 ヶ月もイギリスで過ごしていると、ハプニングの 1 つや 2つは誰にで

も起こるもの。 

ここでは、実際に参加者が遭遇したハプニングについてご紹介します！次期研修への参加希望者

は心して読んでください！笑 

 

～日常生活編～ 

・部屋に鍵を忘れて締め出された 

→大学の寮はほとんどの部屋がオートロックなので、鍵をうっかり忘れると一発アウト！ 

「締め出されの右に出るものなし」という人もいるように、何人もの参加者がこの経験をしてい

ます。 

ちなみに、部屋の鍵をなくした、締め出された経験をしたのは、なんと 27 人中 18人！ 

1 回締め出されて学習した人もいれば、はたまた懲りずに 5 回以上（つまり週 1 回以上）部屋か

らの締め出しを食らっていたツワモノも！？ 

ちなみに筆者は 3回やらかしました。 

皆さん、鍵は必ず持ち歩くようにしましょう。 

 

・虫がたくさん部屋に入ってきた！！！ 

→窓に網戸が付いていないので、開けっ放しにしておくと、数々の虫たちが部屋を訪れてきます。 

スタメンは巨大クモ、ガ、スズメバチ。 

参加者のグループ LINEで”A big spider appears”の知らせが入ったのはもはや伝説です。 

くれぐれも戸締まりには要注意！ 

 

・寮の中に鳩が入ってきた 

→虫だけでは終わらないのがケンブリッジ。 

なんと、鳩 2匹が部屋の中へやってきたのです。 

その棟で生活をしていた人たちは、しばらく怯えながら生活していたそう・・・。 

 

・流れないトイレと外れる便座、そして壊れかけのシャワー。 

→水回りの不調は恐らく全員が悩まされたと思います。 

タンク式トイレなので、水が流しづらく、もちろん便座は冷たいまま。 

さらに何よりも難しいのが、シャワーの温度調節です。 

程よい温度に設定するのに一苦労なので、試行錯誤の末に、ちょうどいい温度を見つけた時の達

成感はひとしおです。（シャワーの水漏れにもお気を付けください。） 

 

その他にも「2 週間風邪をひいて声が出なくなった」、「火災報知器が深夜に鳴った」、「手違いでミ

ールカードに常に£900(約 12 万円)入っていた」、「たこ足の電圧が対応していなくて焦げた」など

の声がありました！ 
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～交通機関編～ 

・切符を入れても自動改札機の扉が開かない 

→何度切符を入れても改札で”Seek assistance”と表示されるばかりで通過できなかったため、

もはや初めから切符を見せるべく、駅員さんのもとへ向かわなければならなかった。 

また、地下鉄自体も休日にいきなり運休になるなど、マイペースで気まぐれなご様子。 

お出かけの際は交通状況に目を光らせるようにした方がいいかも。 

 

・飛行機のチケットを取り間違える 

→午前中にエディンバラへ向かうはずが、なぜか夕方の出発と間違えてチケットを購入してしま

ったそう。集団旅行のはずが一転、一人旅に・・・。 

 

・路面電車の料金を払うタイミングがわからない。 

・特急電車で、予約していたはずの席に見知らぬおじさんが！？ 

→こちら 2 つは特に日本との違いに惑わされた案件。 

後者は、予約席と言いつつも、それはあってないようなものだと覚悟しておくべし。 

 

・タクシーの運転が荒い 

・タクシーの大きさがバラバラ 

→タクシー運転手のワイルドな運転に悩まされた参加者は複数いたようです。 

タクシーのサイズに全く統一感がない、というのもイギリスならでは。 

タクシーはどうしても必要な時だけ使いましょう。 

 

・走っている車と自転車が危ない 

→歩行者の地位が低いイギリスでは、スピードをガンガン飛ばしながら走る車と自転車をよく目

撃します。 

比較的常に、危険と隣り合わせだったので、よく事故に遭わずに 1ヶ月過ごせたな～と思うほど

です。笑 

横断歩道の信号も気を付けないとすぐに赤に変わってしまうので、日本にいるときよりも慎重に

行動するようにしましょう！ 

 

他にも「駅までの道に迷って 15 人もの人に道を尋ねながら歩いた」、「オイスターカード（イギリ

ス版 Suica）のチャージ方法が分からなかった」、また、「使おうとしていた地下鉄が運休だったが、

駅員さんが迂回路を丁寧に教えてくれた」というハプニングから生まれたほっこりエピソードも！ 

 

イギリスでのハプニング集はいかがでしたか？ 

慣れない土地でのハプニングも楽しんでこそ、留学成功の秘訣です！ 

企画にあたってアンケートに協力してくれた研修参加者の皆さん、ありがとうございました。 
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持ち物のヒント 

 

(2016年度ケンブリッジ大学法学研修参加者アンケートより) 

「海外旅行必携」や「持ち物一覧」には載っていなさそうな情報を集めてみました。参考にしつつ、

取捨選択してみてください。 

持って行って便利だったもの 

☆素敵な自炊ライフ、日本食ライフを送るため

の・・・                                                         

☆イギリスではなかなか手に入らない・・・  

 

箸やスプーン、蓋付き保温カップ、電気ケトル、

包丁 

下敷き、レターセット、チャック付きビニール

袋、プチプチ（マグカップなど割れ物を包む為） 

 

 

☆乾燥対策に・・・ ☆忘れがちな・・・  

龍角散のど飴や保湿クリーム 電池、洗濯ネット 

 

 

賛否両論 

？ハンガー、洗濯紐（寮の設備で足りた VS 部屋による） 

？日本食（イギリス食で満足 VS やっぱりほっとする） 

 

持って行って後悔したもの 

★かさばる服や厚手の上着、タオル ★小説、留学基礎講座 Bの教科書、その他テキ

スト 

「思ったより寒くなかった」 「小説を読むヒマはない」 

「タオルは既に用意されていた」 「現地での勉強で精一杯」 

 

・番外編 

スマートフォンを持っていく人も増えているので、便利だったアプリやサイトをいくつか聞いてみ

ました。寮の Wi-Fiは不安定な時もあるので、気になる人は調べてみて、日本で事前にダウンロー

ドしておくといいかもしれません。 

・National Rail Enquiries／アプリ&サイト (電車の乗り換え検索に便利！) 

・Google Map／Citymapper (街歩きにマップは必須！) 

・為替レートアプリ／家計簿アプリ（ショッピング必携！） 

・ゲームアプリ（暇つぶしや PAとの交流などに！） 

なお、2016 年に人気だったのは「ポケモン GO」「人狼」など。オフラインで遊べるゲームも、通

信環境を気にせず遊べて便利かもしれません。 

 

ちなみに・・・ 

お小遣いはいくら使った？とこっそりアンケートしたところ、25 人の方が回答してくださいました。

その額、平均 15万 6000円。中には 8万円におさえたという人や、豪遊したという人も。レートア

プリや家計簿アプリなどを駆使して、計画的に使いましょう。 
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成長と変化 

 

(2016年度ケンブリッジ大学法学研修参加者アンケートより) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

英会話に自信を持った 

英語で話そうという意欲が増した 

英語が聴き取れるようになった 

英語が好きになった 

度胸がついた 

小さなことに動じなくなった 

周りに流されなくなった 

行動が落ち着いた 

コミュニケーション力が上がった 

積極的に話せるようになった 

考えが多面化した 

自国の理解を深める気になった 

勉強と遊びのバランスを知った 

ポジティブさが身についた 

手抜きをしない意識が生まれた 

チャレンジ精神がついた 

EU 法 

イギリス法 

経済学 

ビジネス 

弁護士 

法律家 

大学院 

進学 
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今迷っているあなたへ 

 

ここからは、講師からのメッセージ、研修参加者によるコメントを紹介していきます。 

まず、英国法の授業についてのページ（p.18-19）でも紹介したジャッキー先生と、このプログ

ラムを支えてくださっているジェームズ・シャープ先生からのメッセージです。お二人は、この報

告書のために毎年異なる言葉を寄せてくださっています。これらのメッセージは 2016 年のケンブ

リッジ研修参加者 30名へ、そして研修参加を迷っている未来の学生たちへ向けられたものです。 

すべて心のこもった文章です。日本語の全文訳は載せていませんので、時間のある時に、英語の

ままじっくりと読んでみてください。 

 

 

 

 

Like a good book the Meiji-Corpus Christi Law Programme was written with the hope 

of inspiring all those who participate. 

 

The programme was initially designed to offer a wide range of opportunities and 

challenges for students to engage with that will we hope will inspire them in the next stage 

of their legal study in Japan.  The programme exposes students to English law and the 

fundamental tenets of the common law system as well as European law and the basics of 

international comparative law. Through a series of lectures and guest lectures, PA discussion 

groups, practical exercises including court visits and a mock trial, students have the chance 

to learn through a variety of formats. Although the guest lecture topic of family law may 

be new and challenging for students it delves into current state of the art issues facing 

the UK and Europe as a whole. 

 

As a lecturer it has always been my duty to want to inspire and feel inspired by 

all those students I meet. This year’s students on the programme inspired me in the way 

that they rose to the challenges and despite the steep learning curve saw everyone engaging 

with the reading material and exploring legal issues through some very animated classroom 

debates with their lecturers and PAs. My reading of this year’s Meiji law students was as 

inspiring as it is every year and although through some very interesting exchanges we all 

learnt that we may not be able to immediately change the world, we all felt inspired by the 

books we read and the communication we had with each other. 

Jacqueline Thomas 
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A philosophical view about study abroad... 

 

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 

 

 

 

 

  



36 

 

法学研修を終えて 

 

I had a very good experience for a month in Cambridge. I was a student of Meiji’s 

attached high school and the briefing session was held by the university in my high school. 

At that time I first learned about this program. Although I felt vaguely that I wanted to 

participate in this program, I had not decided whether to do so or not because I was not 

confident about my English ability. However, my parents and grandparents encouraged me to 

participate in the program, and in this spring I finally decided to challenge myself and 

go for it. 

Before I left for Cambridge, I was looking forward to it. On the other hand, I was 

a little anxious about learning the law in English and living in a foreign country for a 

month. However, I knew we would not need to worry about it after the program began. Every 

class in Cambridge was very interesting and I enjoyed them very much. English classes in 

the morning were quite different from those in Japan. In the English classes, we learned 

English words about law and how to write essays by playing various games. Also, we debated 

about social problems several times. Among them, I remember that the debate about the death 

penalty was very fierce. It was very difficult for me to express my opinion and discuss the 

problem in English, but the teacher helped me to summarize and express my opinion in English. 

English law classes were held in the afternoon. 

In fact, learning English law was sometimes hard to understand because I did not 

know much about the technical terms of English law. However the group discussions held by 

program assistants (PA) solved such a problem. They prepared tasks and explained them to 

help our understanding. Also, the teacher taught me carefully until we understood and the 

students taught each other. That is why I was able to keep up with the English law classes. 

The final exam was writing essays and at first I thought it was very difficult. However 

it was not as difficult as I expected when we took the exam, thanks to the month of classes 

and everyone’s help. 

Living in the UK was also a lot of fun and satisfying. I heard that the food in the 

UK was unpleasant, but indeed I liked the food of the dormitory and other restaurants very 

much. I enjoyed my dorm life with my friends very much. We enjoyed various things, such as 

going to a pub, having a party in the room and sports. On the weekend we went to the city 

of London, Scotland, Stonehenge etc. I made a lot of memories and very good friends. 

I am sure that I was really glad to participate in this program. My English ability 

had not changed dramatically in a month, but I am sure that I grew up. More than anything, 

I became more active than before. I am very grateful to my parents, friends, teachers and 

all the other people involved in this program. The participation fee of this program is higher 

than that of others, but I think that this program is very valuable and excellent. I am sure 

that it is the best program to improve oneself. 

J.T 
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What changed me... 

 

During this summer, I and the 29 other participants changed a lot. Some of us became 

active, some of us found new dreams, and some of us got interested in new subjects which 

we didn’t even know about before going to the UK.  A month’s studying was not just study 

for us. I would like to tell you what points most influenced me. 

 

First, I was surprised at the different styles of the classes. The teacher walked 

around the class room, asked our opinions about the topics and often let us discuss or think 

about the answer together. We had many opportunities to think by ourselves. In Japan, what 

do you do during your class? Do you concentrate on it? Do you think about the topic as a 

problem which relates to you? In this program, you are the main part of the classes. You 

need to think and share your opinion.  

 

At first, I felt pressure to say the correct answer, tell my opinion fluently, and 

to not say something strange. However, I didn’t have to be nervous about those things. 

Everything we said in the class was accepted and class went on from our opinions. It was 

very interesting to express my opinion and know other students’ thoughts. Moreover, we can 

remember things we learned very well because we understand them. The teacher asks us some 

questions before she teaches them. We have to think using all of our knowledge. We are 

surprised and understand the reasons and history of what we are studying. It is the key to 

enjoying learning. 

 

Second, I was so impressed by our PAs, our participants, and our teachers. Through 

talking with them, I could see myself and think about my future. They had their own dreams, 

beliefs and opinions. Especially, though PAs are almost the same age as us, they seemed so 

matured in their looks and ways of talking or thinking. They are interested in every matter 

around them (social problems both in the UK and in the world, subjects they are studying 

at the Cambridge, etc.) and have their own opinions, and are so confident about them. I think 

this is the biggest difference between us. I was surprised and ashamed of myself. I realized 

how I had wasted time and missed opportunities to learn. Since then, I have tried to think 

about everything as a matter that relates to me, and all classes became more interesting 

than before. Thanks to everyone I spent time with in Cambridge, I could know how it is 

interesting to think about something over and over. 

 

In this way, I have changed. I have got interested in law more and found more 

motivation towards studying. Not only I, but also other members also have changed and they 

are still challenging themselves hard. By seeing them I can remember the life in Cambridge 

and that always encourages me.  I want you to have an experience like me. Actually it is 

not easy but you can do if you try hard with your friends to change yourself.                                       

Y.N 

研修参加者代表 2名(学部 2 年、男子学生と女子学生)によるコメントです。 

快く引き受けていただきありがとうございました。 
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その他参加者からの声 

 

(2016年度ケンブリッジ大学法学研修参加者アンケートより) 

 

ケンブリッジでの経験は一生モン！迷うくらいなら行くべし！ 

 

ほんとに行ってよかったと心から思います。ケンブリッジという素敵な場所で 1ヶ月勉強できるな

んてそうない機会です。迷っているなら是非行ってください。行って後悔することは 100%ありませ

ん。日本に帰ってからも勉強に対するモチベーションが違います。さらになんといっても一生もの

の素晴らしい仲間を得られたので、本当にこのプログラムには感謝しています。 

 

きっと新しい発見や気付きがあると思います。ぜひ参加してみてください。 

 

行けば分かる。 

 

留学先でははしゃぎ過ぎず、くれぐれも体調管理には気をつけてください。 

 

1 ヶ月間毎日楽しくて新鮮なイギリス生活をして、法律も勿論ですが、それ以外にも学べた事が沢

山ありました。人生の中で素晴らしい経験をさせてもらったと思います。親には本当に感謝です。 

 

最高の夏をありがとうございました！行かせていただいたことに感謝が尽きません。 

 

迷っているなら絶対行くべき！行くは一生の宝、行かぬは一生の後悔！ 

 

行けば誰でもためになるわけではなく、どれだけ多くのものを得られるか、成長できるかは自分次

第です。せっかくの機会なのだから、恥ずかしがらずにいろんなことに挑戦してほしいです！ 

 

少しでも気になっているのなら、ぜひチャレンジを！ 

 

 

このプログラムは本当にたくさんの人に支えられています。いろんな人との出逢いの橋渡しをして

くれます。だから、自分とは全く違う価値観や文化的背景をもった人と付き合っていくうちに、自

分の隠れた、あるいは意識しているけど、他人を意識して自分の中に隠してしまっている才能がだ

んだんと見えてくるし、友人たちはそれに気づいてくれます。参加者みんなが口をそろえて「自分

が変わった」というのは、自分が隠し持っていた”何か”に気づき始めるからだと思います。1歩

だけ踏み出して、このプログラムに申し込んでみることで、あなたの目の前には、想像もつかない 

“新しい世界”が広がっています。誇張が過ぎるって？僕の言っていることが本当かどうか、自分

の五感でどうぞ楽しんで確認しに行ってください。 
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Looking back on this programme 

 

When I applied for this programme, I was so nervous, because I didn’t take any 

preparation classes for study abroad. Moreover I didn’t have any acquaintances who were 

also taking the programme. However in such a situation, I decided to stand for the role of 

leader to get something special. Everyone trusted me, but I didn’t have confidence. As a 

result, I was anxious. But I decided to do my best for this programme. Before I went to 

Cambridge, I tried to get to know everyone. As I think back, I realise it was a good experience 

for me. 

During the programme, I got new experiences and my sense of value changed greatly. 

The biggest impact is that I became positive. It gave me many advantages. In terms of a leader, 

I could get along with everyone and cooperate with them on many things. In terms of study, 

I asked proactively when I did not understand. It helped my understanding. 

The reason why I became positive is thanks to my friends in this programme. I was 

afraid of making mistakes when speaking English, but many friends tried to speak English 

and communicate positively. I realized that in order to get something, I should act by myself. 

As for the life in Cambridge, at first I was troubled. However I soon adapted to 

it. Moreover every day I talked with my friends, and it was so fun. Owing to this, I felt 

one month is too short. Now I’m not reluctant to live in a foreign country, and I want to 

go on long term study abroad. 

In terms of the studying in Cambridge, it was so fresh for me. This is first time 

for me to study in a foreign country with foreign teachers and PAs. They had their way of 

thinking, and it was unexpected for me. Due to this I could get new ideas and a new sense 

of value. Of course the classes are taught only in English, so sometimes I can’t understand, 

but I could ask my friends and with their help I could understand more deeply. Moreover our 

teachers were very kind and interesting so I was satisfied with my study. 

 

As a leader in Cambridge, I couldn’t have done well 

without everyone’s help.  Sometimes I thought about things 

by myself. But almost always I consulted with my friends about 

what should I do. In the sense, I was not a strong leader. 

But I think my effort wasn’t wrong, and this is one of the 

fine leader types. I realised this through this programme. 

Finally I think this program was a great success. Its 

success is owed to friends and teachers and staff. I want to 

say ‘thank you’to everyone. As a personal thing, I got many 

experiences, and it led to think that I want to study abroad 

again in the future. 

To summarise, I am glad that I participated in this 

programme. I believe this experience is one of the turning 

points in my life.  I really hope more people participate in 

this programme. 

S.O 

この 1ヶ月間、参加者 29名を引っ張ってくれた、研修リーダーからのコメントです。 



40 

 

2016年度 研修実施概要 

 

■期間 

2016 年 8月 14日（日）～9 月 13日（火） 28泊 31 日 

 

■参加人数 

30 名 

 

■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 

 

■参加費用 

約 50 万円（寮の食堂で利用可能なミールカード代金を含む） 

 

■単位認定 

法学部設置科目「Legal Studies Abroad A～E Ⅰ・Ⅱ」として 4単位を付与 

 

■応募資格 

・本学学部の 2～4年生（2016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 2016 年度に履修するか、又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 

 

1 月 22日（金）～4月 5日（火） 応募受付 

4 月 9日（土） 選考（面接および書類選考） 

4 月 11日（月） 選考結果発表 

5 月 12日（木） 研修参加者顔合わせ会 

6 月～7月 事前オリエンテーションを数回実施 

8 月 14日（日）～9月 13 日（火） 研修 

9 月 29日（木） 帰国報告会 

※出発前 6月と帰国後 10 月に、TOEIC S&W テストを受験 
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編集後記 

 

報告冊子を読んでいただきありがとうございました。編集にあたり、皆の作成した文章を読みな

がら、楽しかったな～と懐かしい気持ちになったり、もう戻れないのか……と切ない気持ちになっ

たり。今では出発前の成田空港で、不安のあまり憂鬱な気分になっていたのが嘘のようです(笑)笑

いあり涙ありハプニングありだったこの研修で、皆が何を学んだのか、何を得たのか。それぞれの

大切な思いの詰まったこの冊子から読み取っていただき、参考にしてもらえれば幸いです。 

 

＊     ＊     ＊ 

 

この本を作ることがケンブリッジ研修で夏を共に過ごした仲間との最後の一大行事だと思うと、

少しさみしいと思う一方で、締め切りに間に合わせることの想像以上の難しさを実感しました。こ

の本にはわたしたちのひと夏の濃すぎる経験が凝縮されています。 

たとえ英語や法律に自信がなくても、研修を通して自分を変えたい気持ちとチャレンジ精神さえ

あればきっとケンブリッジでの 1ヶ月を有意義なものにできるはずです。 

そのことが、この本を通して読者の皆様にお伝えできていたら幸いです。 

 

＊     ＊     ＊ 

 

長くて短かった夏が終わり、大学でのそれぞれの生活がまた始まり、授業やアルバイト、ゼミに

サークルに、と忙しい日常を送る中、こうしてまた集まって一つのものを作り上げるのは本当に大

変なことだったと思います。帰国してから 2ヶ月が経ちましたが、編集委員として全員の原稿をま

とめ上げながら、研修で得たものを再確認させられているような特別な気持ちです。ここまで決し

て順風満帆というわけではありませんでしたが、どうにか今日、編集後記を書くまでに至り、よう

やくバトンを受け渡すことができたかなと安心しています。来年の今頃、このページを書いている

人も、同じ思いであることを願っております。 

 

 

 

心残りがひとつ。 

研修参加者アンケートに寄せられた、留学中に役立ったという本を盛り込めな

かったので、その方のコメントを添えて、この場で紹介させてください。 

 

『日本-その姿と心-』（日鉄住金総研） 

日本の奥深い色んな情報（地理・文化・歴史・政治・科学技術・グルメなど）

が日英対訳という形で記述されている。現地の人に日本のことを聞かれること

はとても多いが、英語で答えることに苦戦しているときに本当に役にたった。 
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