
エジンバラ法律英語研修報告書 

Introduction 

2月 18日から 3月 8日までの約３週間、金沢大学の法学類の学生 10人と関西学院

大学の院生 2人とでエジンバラ大学でスコットランドの法制度を学習してきた。日本

を出るのが初めてということもあり、やや緊張したが楽しみという気持ちの方が勝っ

ていた。 

Good Points 

1.観光  

午後の授業がなかった水曜日と金曜日はエジンバラ内の観光をした。Arthur's Seat

と呼ばれる大きな丘に登ったり、ハリーポッターに出てくる魔法学校ホグワーツのもで

るとなったといわれるエジンバラ城にいったり、いくつかの美術館、博物館を訪れた。 

美術館や博物館は基本的に入場無料で著名な画家、発明家の作品が展示してありとても

素晴らしかった。２回あった週末のうちの１回目には、電車でグラスゴーに行った。グ

ラスゴーには有名なお店が立ち並ぶ大きなストリートがあり、そこでショッピングを楽

しんだ。また、２回目の週末にはバスツアーでハイランド地方に行ってきた。ドライバ

ーの方はとても陽気な方で歌を歌ってくれたりして楽しかった。写真を撮るスポットで

は適時止まってくれた。ただ、解説が全部英語なのであまりなにをいっているのかわか

らなかったのだが。そこで Wikipediaがだいぶ理解を助けてくれた 

 

＊バスツアーで訪れたネス湖        ＊名物フィッシュ＆チップス 



2.人々 

 エジンバラ大学の先生方はとても丁寧にやさしく英語や法制度について教えてくれ

た。話すことに重点を置いていて、日本とは違う形の授業が新鮮で楽しかった。また、

ホストファミリーも私が困っているとあれこれと助けてくれた。彼らはとても積極的に

話しかけてくれたので接しやすかった。授業では関学の院生２人がほぼ無知な私たちに

最低限度の知識を分け与えてくれたので大いに助かった。 

Bad Points 

1.食 

 あんまりおいしくないのに値段が高すぎると思った。仕方ないのだろうが、毎食日本

円で 1500円くらいとられるのでかなりの痛手だった。後半は毎日サラダを食べていた。

それとは対照的に、ホストマザーが作ってくれた料理はとてもおいしかった。特にロー

ストビーフは絶品だった。噂のフィッシュアンドチップスは調味料で味付けしたらとて

も美味しかった。留学中に５回食べるほどだった。 

 

2.飛行機 

 行きも帰りも飛行機が遅延して、その上乗り換えだったのでかなりひやひやした。ロ

ンドンまでの直行便に乗って列車でエジンバラに向かう方が望ましいと思った。なお、

カタールエアラインズは素晴らしかった。 

 

Conclusion 

今回の留学では、英語でしかもほかの国の法制度を学ぶというとても貴重な体験をす

ることができた。日本の法制度をよく理解していないので、しっかりと学習して共通点

や相違点を見つけられるようになれば面白いだろうなと思う。英語でもっときれいに会

話できるようになりたいというモチヴェーションにもつながり、大変有意義だった。 
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１．エジンバラ大学での授業 

午前中の２コマでは、イギリスの法体系や裁判官、裁判の制度などについて学んだ。

グループワークがほとんどで、個々の意見をグループ内でディスカッションしたり、グ

ループで意見を一つにまとめて全体に発表したりする機会もあった。授業では法律用

語が多く使われたが、新しい用語が出てくるたびに先生がその定義をわかりやすく教

えてくれたので、授業内容はおおむね理解できた。また、それらの用語はグループワー

クで使っていくうちに知識として定着していったと思う。 

 また、授業としてスコットランド議会と高等裁判所（High Court）の訪問をした。ど

ちらも警備が厳重で、入り口で行われていた荷物検査には驚いたが、無事検査を通過し

て中に入ると、本会議の議場や被告人の弁論の様子など、めったに見られないものがた

くさんあり感動的だった。 

 午後の授業は３週間を通してプレゼンテーションプロジェクトを行った。アンケー

トを作成して街頭調査を行い、その結果をもとにプレゼンをした。街頭調査では、最初

は知らない人に声をかけるのが怖かったが、丁寧にアンケートに回答してくれる人が

多く、積極的にコミュニケーションがとれたと感じた。授業はとても明るい雰囲気だっ

たので、午後の授業にもかかわらず眠くなることは一切なく、プレゼンに必要なスキル

を楽しく学べた。 

 

２．観光 

 水曜日と金曜日は午後の授業がなく、土日も完全フリーだ

ったので、エジンバラの観光地を満喫できた。休日は国立博物

館や、エジンバラ城、スコットランドでの女王の公式の居城で

あるホリールードハウス宮殿などの観光地に行き、平日の放

課後はカフェ巡りやショッピング、お土産探しを楽しんだ。 

                 セント・ジャイルズ大聖堂のステンドグラス↑ 

３．ホームステイ 

 ３週間の間、ホームステイ先でもたくさんのことを

学んだ。ホストマザーと一緒にニュースを見ていた時、

よく聞かれたのが「あなたはどう思うか」ということだ

った。この質問にしっかり答えられないことも多く、自

分の意見を英語で正確に伝えることの難しさを痛感し

た。                       ↑ホームステイ先での夕飯 

 ホストマザーはとても気さくで優しく、私を jazz bar に連れて行ってくれたり、夕

飯に私の好きなスイートポテトをよく作ってくれたりした。スコットランドの伝統料



理をふるまってくれることもあり、スコットランドの文化に触れることもできた。 

 

４．まとめ 

   私は今回の留学が初めての海外だったので、楽しみな反面不安なことも多かったけ

れど、わからないことは周りの人に聞き、プログラム参加者と助け合いながら３週間、

無事に過ごすことができた。この研修に参加して、以前よりも英語を話すことに抵抗が

なくなり、リスニングの力もついたと実感し英語でのコミュニケーションに自信がつ

いた。また、イギリスの法を学んだことで法の見方、考え方の視野が広がり、今後の法

学類での学習の際に役立つと思った。この経験を最大限生かせるよう、これからも勉強

を続けていきたい。 

  

↑授業最終日、教室で。 
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 約 3 週間、エジンバラ大学にて研修を受けた。海外への渡航という経験はほとんど

無く、参加するにあたっては様々な不安があったが実際に行ってみると案外なんとかなる

なと思う事や、思いもしない出来事などもあり、かなり濃い 3 週間であったと思う。本レポ

ートでは研修での講義内容、それに関する感想を中心に報告し、またエジンバラの街、食事、

スコットランドの印象についても述べる。 

 講義内容はイギリスの民法、刑法、法体系、法源、法曹等であった。授業は講義形式であ

ったが、学生には考えること、発言すること、グループにて話し合ったりすることが求めら

れ、実際に英語を話す機会が多くあり、話す力の向上につながったと思う。初めの方は英語

を聞き取るのが大変でなかなか内容が頭に入ってこず、大丈夫かな？と不安を抱いていた

が、日がたつにつれ段々と慣れていき、聞き取れる単語も増え、理解ができるようなってい

った。また日本と制度がかなり違うため、全く知らない専門用語などもあったが、一つ一つ

丁寧に説明してもらえたのでその後の授業の意味が全くわからず呆然とすることは無かっ

た。3 週間の中でも特に印象に残った授業はポスタープレゼンテーションとリサーチプロジ

ェクトである。ポスタープレゼンテーションでは 2 人 1 組で有名な判例を調査し、ポスタ

ーを作り、見学に来てくれた人たちにその判例を紹介した。自分たちのグループが調べた判

例は水難事故で死んだと思われていた夫が実は生きており、事故後、別の男性と再婚してい

た妻が重婚の罪に問われたというものであった。この判例が有名な理由は初めて故意によ

らない犯罪は有罪にならないことが認められたという点にあるのだが、このことを伝える

のが大変難しかった。mens rea で故意という意味だったのだが、来てくれる人たちが私た

ちと同じ留学生だったため、mens rea では伝わらず、何とか簡単な単語を探し、試行錯誤

で伝えた。日本語でプレゼンをすると相手のことを考えず、ただ喋るだけという事になりが

ちだが、英語で行うと相手が本当に理解してくれているのか、正確に伝わっているかなど、

プレゼン中であっても聴衆と対話の時間がもてているような感覚があり、日本語でプレゼ

ンするより、内容はともかくこっちの方がプレゼンとしては正しいんじゃないかという気

がしたので不思議な感覚がした。ポスタープレゼンの後に質問の時間を設けたのだが、質問

の内容がなぜ夫は事故の後さっさと姿を現さなかったのか、結局女性はどっちの夫の妻に

なったのかなどあんまり主旨とは関係ない質問が多かったことが面白かった。私もこの話

を聞いたらそっちの方が気になると思う。ちなみにどちらの夫を選んだのかはわからなか

った。リサーチプロジェクトでは自分たちでテーマを選び、それについて調べ、街に出てイ

ンタビューし、パワーポイントを作成し、発表するというものであった。英語でのインタビ

ューは怖く、常に不安が付きまとうものだった。安楽死を認めるべきか、また制度化すべき

かというテーマだったのだが、センシティブな内容だったため、質問する際は、慎重に単語

を選び、相手の答えをなるべく正確に聞き取ることが必要だった。宗教の関係から否定的な



答えが多いのではないか？と予想していたのだが、大多数の人が安楽死には積極的だった

ので驚いた。ポスタープレゼンテーションやリサーチプロジェクト以外にも様々な授業が

用意されており、総合的に見てかなり充実していた。 

 エジンバラの街、食事、スコットランドの印象について述べる。街は歴史的な建物

が多く、石造りで坂が多く、ハリーポッターの世界のようだった。たまに、建物と建物の間

に狭くどこに向かうかわからない道があり行ってみるのが私は大変好きだった。観光地な

のになぜここで営業しているんだという飲食店や、なんで？と思うくらい無意味に大きい

散髪屋など面白い発見が多かった。食事については好き嫌いがわかれるのではないだろう

か。フィッシュアンドチップスを食べ、なるほどおいしいなと思うこともあれば、スモーク

チキン、チーズ、ブルーベリージャムが一緒になったサンドイッチを食べ英国人の味覚を疑

うこともあると思う。ただ量が多いなというのは一貫して言えることだった。また水以外の

飲み物が大体甘いということも私は大変つらかった。滞在中何度も麦茶が飲みたくなった。

ただビールは最高だった。スコットランドの印象は正直に言って特にない。ただ様々な発見

があった。渡航前、私は連合王国を形成する一つの国という感覚が理解できず、日本で言え

ば県みたいなもんか、と思っていたのだが、スコットランドはもっと独立心が強いものだっ

た。リサーチプロジェクトでインタビューする際に国籍を聞いたのだが、大抵スコットラン

ド人はスコティッシュと答えたので独立心の強さがうかがえた。また、歩きたばこが当然の

国だったので喫煙者が多い印象があった。老若男女問わず、皆ほんとうにおいしそうにタバ

コを吸っていた。お腹がでていて、もじゃもじゃの髭をたくわえたオジサンがタバコをうま

そうに吸う、という光景は何か無条件で人を幸福にする要素を含んでいるような気さえし

た。ただ、聞いたところによるとタバコは日本の倍近い価格らしい。そんな価格でも辞めず

に、労働し、金を稼ぎ、買っているのだから文字通り命を懸けてタバコを吸っているのだと

思う。 



  

ポスタープレゼンテーションで作成したものです。 



エジンバラ大学法律英語研修を終えて 

 

・授業について 

平日は午前に 2 コマ、午後に 1 コマの授業がありました。午前の授業では、英語でイギリ

スの法律ついて学びました。授業中はグループワークが多く、生徒同士や先生とのディスカ

ッションが盛んに行われ、新鮮でした。授業のレベルは非常に高く、私はついて行くのに精

一杯で、あまり自主的に発言することができなかったのが反省点です。この午前の授業の時

間を使って、スコットランド議会の見学や裁判傍聴をしたことも貴重な経験となりました。

日本の仕組みと似ている点もあったが、異なる点も多く見られ、興味深かったです。 

午後の授業では英会話やリサーチプロジェクトの準備を行いました。発音練習や伝わりや

すい話し方の練習、会話での反応の仕方などが主な内容で、人前でプレゼンをするときや日

常英会話に役立つものでした。そしてこの研修の中で最も大きな課題といえるのが、リサー

チプロジェクトです。リサーチプロジェクトは、法律が関係する課題の設定と街頭インタビ

ューの実施、そしてその結果を分析してプレゼンテーションを行うというものでした。私た

ちのグループのテーマは移民と雇用であり、非常に難しいものでしたが、英語での街頭イン

タビューや最終プレゼンテーションを終えたときは達成感があり、自信がついた気がしま

した。自発的に参加することが求められ、非常に有意義な活動でした。 

また、コースの中にケイリーというダンスの体験が含まれているのですが、これが本当に楽

しいです。かなり激しくて結構汗をかきますが、絶対参加することをおすすめします。 

 

・宿泊について 

宿泊はホームステイでした。私を受け入れてくれたのは、ホストマザーと 16 歳の娘さんの

ご家庭でした。初めは上手くコミュニケーションをとれるだろうかと緊張していましたが、

2 人とも優しく話しかけてくれたので安心しました。ホストマザーも娘さんも料理が上手で、

どの料理もとてもおいしかったです。イギリス料理はあまりおいしくないと聞いていたの

で、留学前は食事に関して不安があったのですが、そんな不安があったことなど忘れるほど

食事を楽しむことができました（日本料理が恋しくなることはありましたが笑）。特にハギ

スがおいしくて、予想を裏切られました。ハギスは羊の内臓を使ったスコットランドの伝統

料理で、多分臭みがきついだろうなと思っていました。しかし、少なくとも私のホストマザ

ーの作ってくれたハギスは、全く臭みがなくて本当においしかったです。また、ホストファ

ミリーが飼っていた犬のミリーも人懐っこくてかわいかったし、同じ時期に宿泊していた

チェコからの留学生とも交流することができたのも良かったです。美味しい家庭料理と明

るい笑顔でもてなしてくれたホストファミリーには本当に感謝しています。 

 

・観光について 

週末は授業もなく自由だったので、友達とイギリス各地を観光しました。英語ガイド付きの



ネス湖へのバスツアーに参加したり、電車でグラスゴーに出掛けたり、夜行バスでロンドン

に行ったりしました。非常にタイトなスケジュールではありましたが、イギリスやスコット

ランドの自然や街並みを楽しむことができて満足しています。水曜日と金曜日は午後の授

業がなかったのでエジンバラ観光を楽しみました。エジンバラ城や博物館など、エジンバラ

にはたくさんの見所があります。また、おしゃれなカフェもたくさんあるので、放課後はカ

フェ巡りをしていました。特に大学の近くにあるハンドメイドジェラートのお店がお気に

入りです。学割を使って通い詰めていました。 

 

 

3 週間のエジンバラ大学法律英語研修の中で、多くのことを学びました。授業やホームステ

イ、リサーチプロジェクトなどでの現地の人々との交流を通して、考え方や価値観が人によ

って、または地域や国によって大きく異なっていることを学びました。今まで留学経験がな

かった私にとって、この研修は新たな発見の連続で、留学前より少し視野が広くなったと感

じています。この研修で得られたことを大切にしながら、さらに積極性を身につけることを

目標に、これからの学業や様々な活動に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

エジンバラの街並み              グラスゴー大聖堂のステンドグラス 

 



どこへ行くのかわからない道です。 

 



エジンバラ法律英語研修事後報告書 

 

 エジンバラ法律英語研修を振り返って、改めて素晴らしい経験ができたと思う。特に印

象に残っているものとして、エジンバラ大学での授業、ホストファミリー、イギリス観光、

スコットランドの伝統文化などが挙げられる。まずエジンバラ大学での授業について述べ

ていく。大学での授業は午前と午後で内容が異なっていた。午前の授業は David 先生が担

当で、もちろんすべてが英語で行われた。グループワークが主体で、自主的な参加が求めら

れ 90 分があっという間だった。授業内容としては主にイギリスの法律や法制度について教

えられ、スコットランドのものが中心だった。日本の法律や法制度との比較も頻繁に行われ、

違いが大変興味深かった。また課外授業としてスコットランド議会や高等裁判所の見学に

も行くことができた。スコットランド議会は日本の国会との共通点も見受けられ新鮮だっ

た。高等裁判所では実際に刑事事件の裁判を見学し、陪審員や裁判官が日本とは違いお国柄

が伺えた。午後の授業は Barbara 先生に英語によるコミュニケーションについての授業が

行われた。細かい発音の仕方や重要な部分の強調の重要性、アクティブリスニングの方法な

どを教えてもらい、英会話スキルの向上に努めた。また特別課題としてポスターセッション

とプレゼンテーションを行った。ポスターセッションではイギリスで有名な判例について

取り上げ学生の前で発表し、プレゼンテーションでは法律に関するテーマを取り上げエジ

ンバラで暮らす人々にインタビューをして意見を集め、発表した。どちらも大変やりがいが

あり、終わったときは達成感に強く感じた。次にホストファミリーについて述べていく。私

がお世話になったホストファミリーはホストファザーとホストマザー、娘さんが 1 人の３

人家族だった。あとラッキーというかわいい犬もいた。ホストマザーは料理がとても上手で、

スコティッシュサーモンを使ったパスタは絶品だった。ホストファザーは話し上手で、ロン

ドンでの思い出話などを教えてくれた。娘さんはフットボールが好きで数学が嫌いらしく、

テスト前にホストファザーに教えてもらっていて微笑ましかった。私が来る前にも何人も

学生を迎え入れていたようで、他の学生の話を聞くのが私の楽しみの一つだった。次にイギ

リス観光について述べていく。私がこの研修の参加を決めた最大の理由は、観光がしたかっ

たからだった。研修の間にエジンバラ市内はもちろんグラスコーやネス湖、そしてロンドン

を観光することができとても楽しかった。特に思い出深いのはエジンバラでのカフェ巡り

だ。カップケーキやジェラートがおいしいお店でゆっくり過ごしてリフレッシュできた。次

にスコットランドの伝統文化について述べていく。メンターの Taylor が Ceilidh というス

コットランドの伝統的なダンスをする集まりに連れて行ってくれた。当然ながら初心者だ

ったが見よう見まねで踊るのはとても楽しかった。スコットランドの文化に触れることが

できて参加して本当に良かったと思う。 

エジンバラに来るまでは期待よりも見知らぬ土地での生活への不安のほうが大きかった。

しかし現地の人々のやさしさに触れや美しい景色に囲まれて過ごすうちにあっという間に

３週間が経ってしまった。ここでの経験を活かし、これからの大学生活を過ごしていきたい。 



 

 

 

ホストファミリー宅の自分の部屋からの風景 

 

ロンドン・ウェストミンスター寺院 



 

 

エジンバラ法律英語研修報告書  

三週間近くにわたって行われたエジンバラ法律英語研修で英語学習のモチベーション向上、ス

コットランドをはじめとしたイギリスの社会状況の理解を果たすことができた。  

英語圏の国での生活は聞き取る力、話す力を大きく伸ばすことができた。研修当初は相手の

話す内容を理解し即座に自分の考えを英語で伝えることが難しくホストファミリーとの会話、

飲食店などでのやり取りをうまく行うことができなかった。しかし、異国での生活にも慣れて

落ち着いてくると相手の話す内容にも理解ができ、研修終盤では自分から現地の店で店員にも

話しかけ、ホストファミリーとも長い時間会話ができるようになった。またこの研修を通して

今まで受けてきた英語教育が自分の力になってることを気づくことができた。研修前は自分が

受けてきた書き取り、読み取りを中心の英語学習が実際の海外生活に役立つかが不安だったが、

実際は今まで読み書きしてきたことにより得た単語、文法知識量の多さが英語での会話を可能

にしていることがわかった。したがって、この研修を通して自分は英語力の向上はもちろん日

本での単語や文法知識の習得と海外での会話が相対的に作用して英語力が向上することを肌

で感じれたことで今後の英語学習に向けてのモチベーション向上にもつながった。  

研修中に訪れたエジンバラ城でスコットランドの文化、歴史を学ぶことができた。エジンバ

ラ城はスコットランドが長年同じ島に属するイングランドとの関係が感じられた。エジンバラ

城は高い丘の上にあることからスコットランドの王や王女が住む場所であった。スコットラン

ドとイングランドの対立はこのエジンバラ城をどちらが征服するかが主であったため現在で

もそこには入り口に向けられた多くの大砲、囚人を閉じ込める牢屋などを見ることができる。

エジンバラ城の目玉の一つが王の帝冠式に使われていた運命の石、剣、笏である。この三つが



 

 

現在でもスコットランド人に大切に扱われてることが地下のスコットランドの帝冠式の歴史、

運命の石、剣、笏の三つが王の帝冠に使われることになった経緯に関する展示品の最後のエリ

アにあり、そのエリアがエジンバラ城唯一の撮影禁止であることからわかる。一つの城がスコ

ットランドの中心であることが建国当初から続いてることがとても興味深かった。  

 

 

エジンバラ城  



事後報告書 

 

三週間の長きにわたったエジンバラ大学法律英語研修を振り返ってみれば、英語で行わ

れる授業や異文化交流の神髄ともいえるホームステイに新鮮さを感じたのもつかの間の出

来事だった。 

英語で行われるエジンバラ大学の講義に関しては、日本の大学の講義とは異なり教授が

主体となって進行するというよりは、生徒への質疑応答が中心となっていることを肌で感

じた。眠くなることが無いので良かった。またディスカッションをしていると時間がたつの

があっという間であった。まだ一年生ということもあり、ほとんど法学に関する専門知識を

持たずにこのプログラムに参加したが、イギリスの法についての学習がメインであったた

め、それほど不自由は感じなかった。英語の発音や強弱を改めて学びなおしたが、今までは

きちんとしたルールを知らないままに英語を話していたことに気が付いた。課外学習とし

てスコットランド議会の見学と裁判傍聴を経験したが、ここにも日本との相違点を大いに

感じた。この研修の集大成として行ったプレゼンテーションでは 15 人の人々へのインタビ

ューに基づき、イギリスと日本における NEET 問題の比較についての発表を行った。 

ホームステイに関しては人見知りな性格ゆえ多くのコミュニケーションを期待されるこ

とへのプレッシャーを感じていたが、私のホストファミリーは help yourself の精神で常に

接してくれたので心地の良い三週間を過ごすことができた。失礼ながらイギリスの料理は

日本人の口に合わないことが多いとかねてから聞いていたが、スコットランドの家庭料理

はとても美味しかった。周知の事実であるが、外国では屋内でも靴を脱がないという文化を

実際に体験して、違和感を覚えた。個人的にはユニットバスも落ち着かないので、日本の入

浴の文化は素晴らしいものであると感じた。日本で平凡な春休みを過ごしているだけでは

気づけなかったであろう当たり前の幸せを認識することができたのである。 

スコットランドの伝統に触れた経験に関しては、スコットランドで伝統とされるハギス

は残念ながら私の口にはあわなかったが、ベジタリアン用のハギスはとても美味しかった。

またスコットランドの伝統的なダンスであるケイリーを経験した。大人数で輪になって踊

るようなものを想像していたが、実際は社交ダンスのように男女のペアで踊るものであっ

た。ダンスは苦手なのでしり込みしていたが、想像を絶するほど陽気で楽しいものであった。 

男性がスカートを履くのも伝統であるが、案外にあっていて興味深かった。 

放課後や休日に関しては、カフェ巡りや観光に時間を費やし、大いに有意義な経験を得る

ことが出来た。グラスゴーやロンドンなど様々な都市をめぐるうちに、エジンバラという安

全かつ美しい都市で研修を行えたことに感動を覚えた。また共に研修に参加し、切磋琢磨し

あった友人たちとの絆がより深まったのも、今回の研修の思い出といえよう。授業の際には

協力して意見を出し合ったり、海外研修に関しての悩みを共有、相談したり、日本にいては

わからない同じ言語を話す友人の大切さを改めて認識した。 



 

おばあちゃんのお宅にお呼ばれしてのディナー 

レストランでの食事のように美味しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        エジンバラ城 

        晴天にも恵まれ、美しい写真を撮ることが出来ました。 



エジンバラ研修 事後報告 

法学類１年  

 

 はじめに、今回のエジンバラ研修に対する感想から書こうと思います。一言でいうと、

とても刺激的な三週間でした。日本ではなく、スコットランドのエジンバラで過ごした三

週間は僕の人生で忘れられない日々になったと思います。はじめは異国の地で過ごすこと

に対する緊張や不安がありましたが、すぐにそれらは消え多くの感動や興奮とともに生活

することができました。後悔しているというわけではなく、もう一度このプログラムに参

加したいとさえ思います。では、エジンバラでの生活を大学での法律英語研修と大学外で

の生活（遊びなど）に分けて振り返っていきます。 

 まず、エジンバラ大学での法律英語研

修では、月曜日から金曜日まで一日

２コマから３コマの法律の関する授

業を受けました。もちろん授業は英

語で行われ、日本人学生とのディス

カッションや教授・ALT との会話も

英語がメインでした。授業では、日

本の法律に関する知識が必要とな

り、そのうえでイギリスやスコット

ランドの法律システムについて学び

ました。とても苦戦したのがイギリ

スやスコットランドの法律用語も英語で覚えなければならなかったこと、そして発音も日

常的に気を付けなくてはいけませんでした。一週目は様々な単語やシステムについて学ん

でいくという内容で、英語での授業に慣れていないせいかとても疲れました。二週目は裁

判の仕組みについて学び、実際に裁判所に行って裁判を傍聴するという機会もありまし

た。そして二週目の最終日にはスコットランドでの有名な事件・判決についてのプレゼン

も行い、とてもいい経験となりました。なんといっても一番大きな課題が最終プレゼンテ

ーションで、自分たちが興味を持ったトピックについて調べ、発表するというものでし

た。このプレゼンを行うためには、現地でのインタビューが必要で、自分のペアの子と質

問する内容を決めて質問用紙を作り、実際にインタビューをするという経験は初めてだっ

たし様々な人の意見が聞けてすごく楽しかったです。無事に発表ができたときはすごくう

れしかったし、達成感もありました。英語での発表になったので発音やプレゼン能力がと

ても鍛えられました。 

 つぎに、大学外での生活について報告します。まず書かなくてはいけないのがホームス

テイです。僕がお世話になった家族は、両親と娘さんの３人家族でなんと娘さんは僕と同

い年の大学生でした。夕食をお母さんと娘さんと３人でお話ししながら食べることが多か

図 1ホームステイ先の僕の部屋 



ったのですが、この時間がとっても楽しかっ

たです。慣れないナイフとフォークの扱いに

苦戦している僕を容赦なく質問攻めにしてき

ましたが、この時間でもコミュニケーション

能力が上がったのかなと思います。料理に関

しては、まったく問題ないどころかおいしす

ぎて多めに作ってもらっていたぐらいでし

た。ちなみに僕は好き嫌いが一切ないのです

がエジンバラのパブで食べたハギスという料

理が一番微妙でした。（笑）その他生活に関す

る不自由は何一つなくとても快適に過ごさせ

ていただきました。とくにお母さんには感謝

していて、僕のことを息子と呼んでくれまし

た。一点だけ、バスタオルが毎日変わらなかったのが唯一の困ったところでしたが、なん

とか耐えました。また、一週目の週末はグラスゴーという街へ、二週目の週末はロンドン

に泊まりがけで出かけて、土日を満喫しました。どちらでも、きれいな建物や有名な観光

地、ショッピングなどを楽しみました。エジンバラも、建物がとても美しく歩いているだ

けでテンションが上がるほどでした。また平日もランチにいったり、夜はパブに行ったり

と楽しいことばかりでした。 

 このように書き出したら止まらないほどのたくさんの思い出があります。僕はこの研修

に参加してとてもよかったと思っていますので、皆さんもぜひ参加してみてください。 

図 2ロンドン、キングスクロス駅 



 

エジンバラ大学法律英語研修に参加して学んだこと 

 

私がこの研修に参加したのは、ホームステイを経験したかったからだ。私は自分の英語

力はそれなりにあると思っていたのでそれを試す意味でも海外で生活してみたかった。そ

んな気持ちでこの研修に参加したが、いざエジンバラで生活してみると自分の想像以上の

ものを得ることができた。その中でも特に学んだことが３つある。 

１つ目は自分の英語力についてだ。私は今まで英語でコミュニケーションをとるときに

重要なのは発音やリスニングの力だと思っていたので、文法をあまり真剣に勉強してこな

かった。そのためホストマザーと話したり、人に話しかけたりするうちに自分の英語がす

ごく崩れていると感じるようになり、恥ずかしくなると同時に話すときに文法を意識して

こなかったことをとても後悔した。自分が中学、高校で勉強した文法が本当の意味で身に

ついているとはいえないと感じたので、これからは発音だけでなく文法を意識して英語を

話そうと思う。 

２つ目はイギリスという国がどんな国なのかを知ることができたことだ。イギリスが連

合王国であることは知識として知っていたが、自分は４つの国というより４つの県のよう

なものが集まって１つの国を形成しているのだろうと思っていた。しかし、それが大きな

間違いであると知った。スコットランドは１つの国であり、イングランドはドイツやフラ

ンスと同じ別の国というのがスコットランドの人の感覚だったのだ。やはり机に向かって

勉強しているだけでは理解できていないことが多くあるのだと思った。 

３つ目はイギリスの文化に触れられたことだ。ホストマザーが夕食に様々なスコットラ

ンド料理を出してくださったので、食文化に触れることができた。また大学のいろいろな

部分が違ったので興味深かったし、街中でもいろいろな経験ができ、本当に行って良かっ

たと思う。 

これらの他にも参加してよかったと思うことが多くある。例えばエジンバラ城に訪れる

機会があったことだ。エジンバラ城はとても古く歴史ある建造物で、ネットには３時間ほ

どで観光できると書いてあったが素晴らしすぎて周るのに１日かかった。ホリールード宮

殿も立派だった。後悔しているのは世界史の記憶が曖昧でせっかくの機会なのに世界史の

知識と実際の建物などがぴったり結びつかなかったことだ。エジンバラに行く前に法律や

法律関連の英語は予習したが、イギリスの歴史についてもしっかり予習してからいけばも

っと観光が楽しめたと思う。スコットランドの裁判や議会などを見学し、日本との違いな

どを実感できたこともよかったと感じている。 

エジンバラでの生活はとても楽しかったが、一番はホームステイだと感じている。いろ

いろな会話をしたり、地元でおすすめの観光地や話題のニュースを教えてもらったりとホ

ームステイでしかできないことができた。一緒にクイズ番組やドラマを見て感想を言い合

うのも楽しかった。機会があればまたホームステイをしたいと思う。 



今回の研修では法律のことをメインに勉強した。日本の法律を詳しく知っているとはい

いがたいので、これから勉強していく中でイギリスと日本の法制度の違いをしっかりと理

解し、役立てていきたい。 

 

 

 

   （ホストマザーと自分。家の前で。） 



エジンバラ法律英語研修・事後報告書 

 

 今回の留学は自分にとっては初の海外でしたし、目に映るもののすべてが新鮮でした。

不安だらけでエジンバラに向かいましたが、帰ってきた今となっては、とても快適で有意

義な 3週間を過ごすことができたと思っています。 

 今回の研修の目的の一つである、英語で法律を学ぶという点においても大変貴重な経験

ができました。特に刑法の考え方や判決の際に使用されるルールなど、日本と似ているよ

うで少し異なっている点は興味深く、3年になっていったからこその視点であちらでの授

業を受けることができました。また、イギリス、特にスコットランドでの判決をプレゼン

テーション形式で発表しましたが、日本の民法でも出てくるような基本理念や、知的財産

についての考え方など、英語ではありましたが単純に法律の勉強としても将来に役立つ知

識を手に入れることができました。 

 エジンバラ大学での授業は、英語での自己表現から専門的な法律について幅広い分野ま

で、学ぶことができました。自己表現では、日本人の英語の発音の癖を直し、自分の意見

を発信するための表現、それを理解できなかった時に尋ねる表現を学び、法律の授業でも

生かせる英語力を培っていきました。それに合わせて、法律の授業でも 1年生から積極的

に発言が出るようになり、3年だからこそ知っている専門的なアドバンテージは 3週間

で、どんどん小さくなっていきました。日本での事前研修を見ていた中では、授業中に積

極的な議論が起きるとは予想していなかったので、正直驚きましたが、1年生の成長も感

じられ、さらに自分の成長につながりました。特に、最終週に行われた各ペア、グループ

によるプレゼンテーションでは、それぞれが決めたテーマに沿って準備をし、発表をしま

した。その準備の一環で、英語でインタビューをしましたが、現地の方々の発音を聞き取

ることが難しく苦労しましたが、その成果として現地の方々の法律問題に対する、態度や

考え方を知ることができました。現地の方々に触れる機会としてはもちろん、日本人との

考え方の違いを、肌で感じることができました。 

  

 写真は、右が校舎、左がインタビューの風景です。 

最後に、エジンバラの街の紹介をしたいと思います。まず、街並みですが昔ながらの建



築が街中に溶け込んでいて、映画やドラマのようなきれいで美しい風景でした。大学の建

物も、石造りの歴史の感じる建物でした。しかし、内装は、比較的新しく、快適に学生生

活を過ごすことができるものでした。食べ物も、イギリスの食べ物にマイナスのイメージ

を持っている人が周りに多く、少し不安でしたが実際に食べてみると、全くそんなことは

なく、フィッシュアンドチップスのように少し強烈なものもありましたが、ホストファミ

リーの用意してくださった料理をはじめ、予想していた以上においしいものをたくさん食

べることができました。飲み物も、現地の紅茶やコーヒーなど日本との違いを感じながら

楽しむことができました。ほかにも、お酒もウイスキーやビールなど日本では飲むことが

できない種類のもの多く、パブではお酒や現地の雰囲気を体験することができました。 

3週間は人によって長いとも短いとも感じる期間ですが、自分にとっては短く感じまし

た。それほど充実していて成長を感じることができた 3週間でした。今は、このプログラ

ムに参加できたことを誇りに思っています。 


