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経済 3 男性

第 2 回ワシントン大学研修訪問団に参加して

高校生から、アメリカ映画の影響で、ずっとアメリカを憧れていた。この夏
休みにやっとアメリカに行ってきた。英語の勉強ができ、アメリカの文化も深
く体験した。
日本と比べたら、アメリカはなんでも大きい。例えば、車、道路、バス、家、
食べ物など。ホームステイに行く途中の高速道路が八つの車道だった。そして、
ホームステイの家が大きいガーデンつきの一戸建てだった。初めてのホームス
テイだから、すごく期待していたが、アメリカ人ではなかったので、少し失望
していた。ホストマーザーはベジタリアンだが、いつもお肉の料理を作ってく
れて、とても感謝したい。
人が優しい、すぐ会話できることが一番印象に残った。バス停やバスの中な
ど、隣の人に声をかけて、友人みたいに会話していく。日本でも中国でもあま
り見れないことだと思う。アメリカの車文化も感じた。車の普及に驚いた、ほ
ぼ家の前に２、３台車を止まっている。そして、高速道路の車道が多いけれど、
いつも渋滞している。車が普及している故に、公共交通機関が発達していない
だろうと思っている。だから、アメリカで生活すると、必ず車が必要だと考え
る。
アメリカは広いし、生活スタイルが自由だから、今後、チャンスがあったら、
アメリカに住みたいと思う。今の目標は、ちゃんと英語を勉強し、卒論を英語
でうまく書いていきたいと考えている。

経済 2

女性

Report of studying abroad
I could strongly realize the importance of the studying abroad by this program.
I particularly focus on 3points.
At first, I could use English in the all of the time, not only in the classroom. Thanks to
the eager classmates, I could tend to use and practice English much more than the
usual. For example, we had a lunch with talking English, we explored the various parts
of Seattle with asking someone in English, and so on. Also we could improve our skill of
speaking English in each house. If this program has taken the style of staying at
dormitory, we might use more Japanese. This homestay gave us the opportunity to use
more English and splendid experience. In fact, I didn’t expect to say the words which
mean “I will go to school.”, but I could find the way to say “See you later.” by looking at
my host mother. It’s one of the different cultural points in language between the U.S.
and Japan and very good experience for me.
Next, we could find the interesting differences of each culture, especially between the
U.S. and Japan. One of the interesting differences was the custom of sneeze. In Japan,
usually we don’t have a certain custom of sneeze, which is the word like “Bless you.”
when someone sneezes, but in the U.S. I could see those situations by my eyes. It was
exciting for me and nice experience to know the different culture. Also Japan doesn’t
have the system of tips. I heard the system but I didn’t know exactly. During this term,
sometimes I went to restaurants with friends or host family and then I could learn the
system of tips. It was really important for me because if I stayed at Japan all the time, I
couldn’t know how does tip work.
Thirdly, I could meet a lot of people who aren’t Japanese. Then I could know the
various names and characteristics. Even they weren’t born in the U.S. they became one
of my friends. Talking with them was really fun and exciting.
After all, I thought studying abroad gives us lots of experiences which we can’t acquire
in Japan. Therefore it’s necessary for people who want to work overseas and who are
interested in foreign language. It’s really effective because they can experience by
themselves, not only hear the stories.

経済 2 女性

ワシントン大学研修に参加して
約３週間という間でしたが、このような期間海外に行くのは初めてだったので、最初は
不安ばかりでした。まず、私はホームステイをして実際に海外の文化を体験してみたいと
いうのがこの研修に参加した理由の１つだったのですが、実際に生活してみると日本との
違いに戸惑うことも多かったです。食べ物などもですが、水や電気の節約の仕方には驚き
ました。初め、髪の毛を洗うのは 1 週間に 2 回にするように言われたときはどうしようか
と思いましたが、なんとか説得すると、日本では毎日お風呂に入り髪の毛を洗うことが習
慣だとわかってくれて、最終的には毎日入ることを許してくれました。そのときは自分た
ちの片言の英語でも一生懸命話せば理解してもらえて、少しうれしかったです。しかし、
ホストマザーに自分の言いたいことがすぐに英語で出てこなかったり、会話をする中で単
純な英語でしか返すことができず、あまり会話を膨らますことができず、自分の英語力の
なさを痛感しました。
実際にワシントン大学に行くと、アメリカの大学の規模の大きさには驚きました。日本
の大学とは比べものにならないくらいでした。また、シアトルにはすごく親切でフレンド
リーな人たちが多かったです。バスに乗っていても体が不自由な方やお年寄りがいたらす
ぐに席を譲っていたり、赤ちゃんに話しかけていたり、見知らぬ隣の人と仲良くなってい
たり、こういったあたたかさを身近に感じることができました。また、私たちの姿を見て
「日本人？」と話しかけてくれ、
「自分も昔日本に住んでいたんだ。」という話をしてくれ
る人にバスの中や町中でも何人か出会い、うれしかったです。
英語の授業では、先生がすごくフレンドリーで毎回の授業が楽しかったです。歌を歌っ
たり、発音を学んだり、英語でプレゼンをしたりし、同じクラスの人とも仲良くなれまし
た。実際に町に出てみると、何かを注文するときに自分の英語が聞き取ってもらえなかっ
たり、店員さんが話す英語は速く、何度も聞き返したり、聞き返してもよくわからないこ
とも多かったです。それでも聞き返すと、ゆっくりしゃべり直してくれたり、わかりやす
い英語で言い直してくれたりしました。こういう英語が聞き取れるようになりたいと思い
ました。
アメリカで過ごした 3 週間は今までにないくらいすごく充実した 3 週間になりました。
普段は同じ大学でも学部が違う人たちとも仲良くなり、さらに違う大学の人たちとも交流
できてよかったです。多くの人との出会いや経験を通して、様々なことを学ぶことができ
ました。そして、改めて自分の英語力はまだまだだと気付きましたが、さらに英語が好き
になり、これからもっともっと英語の勉強をがんばろうというモチベーションにつながり
ました。

看護 1 女性

第２回ワシントン大学研修訪問団に参加して
この研修で改めて英語の難しさを実感させられた。英語が全く聞き取れないことがあり自分の英語力
の低さに失望してしまう時もあったが、人生において非常に良い経験を持つことができた。私はもとも
と日本語でも明確にものを言うことができない人間なので、明確に答えなければならないことに苦労し
た。答えに困ってまごついていると、よくホストファミリーや担任の先生にも「Yes? No?」と尋ねられ
た。この明確に自分の意見を言えないところは日本でも私の短所であり私の課題だと感じてはいたが、
今回アメリカで過ごしてみて更に浮き彫りになったように思われる。私のホームステイ先に、すでに１
年以上滞在している中国人学生がいた。彼女が「よかったら休日に hiking に行かない？」と誘ってく
れて、ハイキングをピクニックのような軽いものと捉えていた私達は軽い気持ちで Yes と答えた。しか
しそれは登るのに５時間半、おりるのに３時間半かかる本格的な登山だった。私たちは後日調べてみる
と、「ハイキング」をピクニックと混同している日本人は多いようだ。こういった認識のズレには苦労
させられたが、たいへん興味深かった。

そしてアメリカは非常に褒める文化が発達していると感じた。ホストファミリーもたくさん褒めてく
れる人だったが、バスで隣に座った人に髪型を褒めてもらったときは驚かされた。偶然横に座って見ず
知らずの人を褒めるというようなことは、日本ではほとんどありえないだろう。日本にも日本の文化が
あるので日本人も真似すべきだとまでは思わないが、たいへん素晴らしい文化だと感心した。最後のプ
レゼンテーションで私のグループは「Health」について調べた。健康を保つために何かしていることは
あるか、週にどれくらいの運動量をしているか、自分にとって健康に良い食事とは何か、等の質問を数
人のアメリカ人に聞いていった。ほとんどが多くのアメリカ人は不健康だと言っていた。不健康なもの
が安く、健康なものの値段が高いということが大きく関与しているようだ。多くの日本人が感じている

看護 1 女性
ように、アメリカのスイーツは砂糖の量が非常に多いことに問題があるとも言われていた。それによっ
て糖尿病に苦しめられている人も多い。ただ、日本人も今や味が濃いものが好まれるようになって糖尿
病患者が増えている。アメリカだけでなく先進国の多くが真剣に見つめなおさなければならない問題で
ある。
私は今回の研修で様々な種類の人間と関わることができた。アメリカ人だけでなく、中国や台湾の人
たちとの交流もあった。国ならではである考え方の違いを、短い間だが深く考えさせられたように思わ
れる。英語を通じて英語圏でない国の人とも交流できることに大きく感動を覚えた。今回の経験で英語
をより好きになることができ、英語の勉強の有意義さに改めて気付かされた。おそらく暫くの間は海外
で過ごすことはないが、英語を使うことができるという感動を維持したままこれからも勉強していきた
い。

看護 2 女性

第２回ワシントン大学研修訪問団に参加して

第２回ワシントン大学研修訪問団に参加して、感じたことはたくさんある。その中で
も 3 つのことについて記述する。
１つ目は、アメリカと日本の文化の違いである。例えばシャワーは素早く済ます、洗
濯は週に一回など生活する上で様々な違いがあった。日常的に最も強く感じた両国の違
いは、食品の大きさである。ハンバーガー、ホットドッグ、おかし、飲み物などは、日
本で生活していては想像もつかないほど大きかったり、量が多かったりした。そのため
家には大きな冷蔵庫があった。食品を腐らせずに上手く消費する技を私も身につけたい。
２つ目は、アメリカ人のコミュニケーション能力の高さである。私は、バスの運転手
やスーパーの店員とお客が会話をしている場面をよく見かけた。私もバスを待つ時や、
レジに並んでいる時などに、知らない人から話しかけられることが多々あったため、ア
メリカ人はお互いに面識がなくてもコミュニケーションを積極にとると推測できる。す
れ違う人に笑顔で挨拶をしたり、How are you?や Are you Japanese? Konnichiha.など
と話しかけ少し会話を交わしたりする。そのような行動を見て、私はすごく良い風習だ
と感じた。日本ではコミュニケーション能力の著しい低下がよく話題にあがる。コミュ
ニケーションはお互いの信頼関係を築くために必要不可欠である。知らない人とでも、
会話を交わすことでお互いに元気になったり、いざという時に助け合いやすくなる。バ
スの乗車時は運転手と挨拶を交わし、降車時にはお礼を言う。当たり前のことだが、私
をはじめとする多くの日本人はそれが出来ていない。これからは、そのような少しのコ
ミュニケーションも軽視せず生活していきたいと強く思った。
3 つ目は、
アメリカにとって日本という国の存在が想像以上に大きかったことである。
MOHAI や Seattle art museum では、日本のコーナーが設けられ昔の日本の家の様子な
どが展示されていたし、ボーイングツアーに参加した際もガイドさんの説明の中で
Japan という単語がたくさん出てきた。また、スーパーやフードコートなどあらゆる食
べ物屋に SUSHI、TERIYAKI、コアラのマーチなどのお菓子や Rahmen があった。SUSHI と
Rahmen は美味しくなかったが、照り焼きは美味しかった。Rahmen 屋の待ち列ができる
ほどの賑わいには驚いた。前回イギリスに行った時はあまり日本の文化に触れることが
なかったため、とても印象的だった。アメリカ無しでは日本の歴史は語れないほど、日
本から見たアメリカは大きな存在である。しかし、今回を通して自分が思っていたより
も日本の存在がアメリカにとって大きいということが分かり、少し誇りに思った。

工学 3 男性

第２回ワシントン大学研修訪問団に参加して

現地に到着し、まず思ったことはそのスケールの大きさでした。道の太さや交通量の
多さなどに驚きました。そして朝や夜はとても寒い一方で昼間は暖かく、着る服に難儀
しました。また雨や曇りの日が多い印象を受けました。シアトルの人々は見知らぬ観光
客である私たちに対して、とても親切でフレンドリーでした。
シアトルは観光名所が非常に多く、三週間では大学の授業やアクティビティなどもあ
って全てを回りきることは非常に難しいものだと感じました。観光地には多種多様な人
がいて正にアメリカといった感じでした。またシアトルにはアメリカらしい食事から、
中華料理やベトナム料理などこちらも様々な料理があり、それらは非常に美味しいもの
でした。特産物である魚介類やチョコレートもまた同様に美味しいものでした。私自身
は三回しか行っていませんが、シアトルにはたくさんのスターバックスがあり、パイク
プレイスマーケットには一号店もありました。シアトルのメジャーなスポーツはベース
ボールやアメリカンフットボールですが、特にアメリカンフットボールへの熱狂ぶりは
すさまじいものを感じました。
大学の授業はとても自由でフレンドリーなもので、楽しく英語を学ぶことが出来まし
た。授業や生活の中で普段使う機会が少ない英語力を多少なりとも上げることができた
と思います。アクティビティは非常に有意義なものであり、他の学生などと楽しく過ご
すことができました。アクティビティを通してシアトルの文化や自然、歴史などを理解
することができたと考えています。ワシントン大学は大学自体が城の様でとてもきれい
で、大学そのものが観光地として成り立っていました。
ホームステイ先の家族はとても親切で休日にアウトレットに連れていってくれるな
ど、様々な形で私たちのことを援助してくださいました。
シアトルでのホームステイは、これが最初の海外生活ということもあり、経験したこ
とがない様々な出来事がありました。これらの経験が自分自身を強くしてくれるものだ
と考えています。

工学 2 男性

3 Weeks in Seattle
初日は夜の 12 時にホームステイ先に到着しました。夜遅かったので部屋を紹介されて必要
最低限の使い方だけ教えてもらいそのまま寝る感じで初日を終えました。自分の部屋は地
下にある部屋でした。その時は不安しかありませんでした。次の日目を覚まして恐る恐る
リビングに上がり勇気を出して話しかけると朝食が出来上がっていました。以外にも口に
合い難なく食べることができました。自分のホストファミリーはフィリピン系の家族でし
た。家は UW からある程度離れているので UW に行く方法を丁寧に教えてもらい、買い物
にも連れて行ってもらいました。二日目はこんな感じで終わりました。まだまだ英語での
会話は難しく不安はありました。そして次の日初めての学校が始まり最初はテスト等をし
てクラスが分かれました。日本人が多数を占めていました。授業は自己紹介から始まり簡
単な会話の練習やゲームをしたりしてとても楽しい授業でした。クラスの中では English
だけなのですが日本人ばかりなのでどうしても日本語が飛び交っていました。そんな感じ
で 3 週間の UW 生活が始まりました。学校のプログラムで Down Town など観光に行った
りもしました。有名なのが PIKE PLACE MARKET にある Gum Wall や Original
Starbucks でした。物凄いテンション上がりました。 Seattle は初めてなので物凄い刺激
を受けました。だんだん English だけの生活にも慣れていきホストファミリーとのコミュ
ニケーションも活発になっていき English を使う機会も増えていきさらにたのしくなって
行きました。クラスの仲もすぐに良くなっていき充実した日々が始まりました。自分のホ
ストファミリーはちょっと変わっていて 10 人くらい家に生活していました。自分達を入れ
たらもっと多いです。結局全員の関係を知ることができる前に期間が終わってしまいまし
た。ホストマザーの孫である Chanelle という少し年上の女の子も生活しており自分達のし
ょうもない上、下手な English での会話にずっと付き合ってくれてとても助かりました。
カードゲームや English のゲームをしたりスポーツをしたりしてとても楽しく過ごせまし
た。そのほかのホストファミリーも物凄く親切にしてくれて助かりました。一緒の家で生
活している同じ大学の子とも会話を English でしたりして色々工夫して生活しました。そ
のおかげで少しは English のスキルも上がっていきモチベーションは上がっていきました。
また、クラスメイトと Boeing の本社に行きツアーに参加しました。もちろんツアーガイド
は English で物凄く速く、ほとんどなに言っているのか理解できませんでした。なので今
度 Seattle に行く機会があれば再度挑戦してみたいと思いました。クラスメイトとびっくり
するくらい仲良くなりほとんどの時間を一緒に過ごしました。本当に楽しい時間を過ごせ
たと思います。この三週間はとてもいい経験であり自分も一回り成長したと思います。こ
の Seattle で会った人たちに本当に感謝したいと思います。また、3 週間一緒にいた M 君
にも本当に感謝しています。行って良かったと心から思えました。Settle が日本より好きに
なりました。(笑)また、行きたいと思います。この 3 週間は一生忘れません。ありがとうご
ざいました。

理学 1 男性

今回の留学で学んだこと
まず、僕が最も感じたことは英語で伝えることがとても難しいことです。僕はホーム
ステイをしました。ホストマザーに次の日の朝食の時間や帰宅時間など予定を伝える際
に英語で話しましたがすぐに伝わらず苦労しました。またパイププレイスマーケットへ
行く前日、日本の土産としてのおすすめを尋ねました。そのとき自分のリスニング力が
低く何度も聞き返してしまったり、知らない単語が出てきて紙に書いてもらったりなど
とても苦労しました。たった１５分間の会話でしたが会話が終了したあとホストマザー
はとても疲れた顔をしていました。このとき僕は申し訳なさと自分の英語力のなさに悔
しさを感じました。留学する前の自分はもっと流暢に話すことができ会話ができると考
えてしまいましたが、しかし実際はそのように上手くはいかず難しさを感じました。ま
た、これと同時に動作の大切さを学びました。直接会って話す際は動作が分かるので例
え言葉が通じなくとも伝えることができましたが電話をする際は出来ません。ホストマ
ザーに電話で用件を伝える状況がありましたが日本語であれば 30 秒程度の会話を英語
では 5 分以上かかってしまい、動作がいかに大切であるか実感しました。
次に僕はホームステイをしましたがこれはとても良い経験でした。到着当初僕はとて
も不安でした。ホームステイが始まってから最初の三日間ぐらいは必要最低限の会話し
かなくホストファミリーから話しかけられることはあまりありませんでした。この三日
間を過ごし自分から積極的に話しかけていかなければならないと思い、それからは話題
を作っていくようにしました。例えば事前に持ってきていた写真を見せることにより自
分の家族や思い出について話をしました。またホストファミリーには 22 歳の女の子が
いました。その子はとても親切でした。僕たちの拙い英語を聞いてくれたり何度も聞き
返しても根気強く伝えてくれました。その子とは多くのことについて話し考え方の違い
を感じました。またその子を通じて他のホストファミリーとも仲良くなることができ、
とても感謝しています。今回のホストファミリーでは異なる文化の環境下で人との接し
方や文化の違いが知れてとても良い経験となりました。最後にホームステイや大学の授
業など日本に帰りたくないと思えるような留学にできてとてもよかったです。
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ワシントン大学研修レポート
英語上達のため参加した今回の短期留学ですが、英語はもちろん、英語以外でも学べた
ことがありました。英語に関しては、UW での授業で主に発音について学び、th、sh、v
など日本語では使わない口や舌の使い方を学びました。発音が正確でないと相手に違うこ
とと勘違いされ伝わらないことが実際にありました。ネイティヴの発音をゆっくり聞き、
コツを教えてもらう機会があり良かったです。UW の先生や HF との対話では実用的な英
語を主に使うので分からない単語が出てきたらそれについいて聞きなおすことが多く日本
の学校では出てこない単語を知れました。英語以外では、HF がインド人だったこともあり、
ヒンドゥー教の考え方やヒンディー語を教えていただき、英語以外のことも学べました。3
週間の生活を通しては、日本と比べて食べ物がでかいこと、砂糖の量が多いなど日本にい
たときのイメージそのままでした。街には意外とゴミ箱がどこにでもあり、分別が日本と
は違い燃える・燃えないではなくリサイクルできる・できないだったことに驚きました。
一番明らかに違うのは文化で、交通・食・マナー（チップなど）
・生活など様々ありますが
私が一番驚いたことは人間性です。アメリカでは知らない人でも挨拶で How are you?とよ
く言いかけます。目があったり、同じバス停で待っていたり、買い物している時やレジの
時。気さくに誰にでも話しかけるのがアメリカ人。そのため学校や HF と以外でも話す機
会があるし、自分から話しかけると答えてくれる人がほとんどでした。日本では目があっ
ても話すことは無いしレジの人と世間話をすることはありません。アメリカはとてもフレ
ンドリーで、日本人のことをシャイだという理由が分かる気がしました。
今回私自身についても発見がありました。自分では頼りない・コミュニケーション能力
が低い・積極的でないと思っていましたが、台湾での乗り換えも自分で確認し移動できた
し、wifi が無くても行動できたため行動力に自信がつきました。道が分からなくなった時、
お勧めのレストランを尋ねたい時などを拒まず自分から自然と聞けるようになっていてや
れば何でもできると思いました。そのため、引率の先生は必要ないと感じたし、wifi も先生
が持っていたので使うことがなかったので予め wifi は個人で予約するか、ホームステイの 2
組ごとに配布するかでないと意味がないです。
このたびは予約やその他でのサポート有り難うございました。一緒に研修に行ったﾒﾝﾊﾞｰ
にも恵まれ、毎日が充実した貴重な経験となりました。この経験を生かして、アメリカだ
ろうが日本だろうがどこにいても自分を信じて積極的に行動していきたいです。また、今
回お世話になった人達との縁が途切れていかないように連絡を取っていきます。
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ワシントン語学研修に参加して

この研修に参加した 3 週間は毎日が新しい発見の連続で、たくさんのハプニングにもあ
いながら 1 日として退屈したことはない充実した日々を送ることができた。日本だけに
とどまっていたら気付かなかったであろう、異文化の世界で暮らすことは、その国の
人々を羨ましいと思ったり、逆に日本の良さに気付けたりと、すべてよい経験になった。
その経験からとくに思ったことや気付いたことを書きたい。
まず、アメリカの人々は自分の意見をきちんと自信を持って発言するということだ。そ
のことを 1 番強く感じたのは家に帰るバスの中でのことだった。
安全のために、ラインより扉に近い場所に立っている女の人を運転手が注意したのだが、
その女の人は一向に動こうとせず言い訳をしたり反論をしたりしてきた。きっと日本人
なら厄介なことに巻き込まれるのは嫌だから見て見ぬ振りをしてしまう光景だと思う
が、アメリカでは周りにいた乗客が運転手の味方について、女の人を説得し始めた。結
局、女の人が場所を変えることはなかったが、乗客たちが降りるときに”You're a good
driver!”といって去っていく姿を見て、自分が正しいと思うこときちんと発言して、
口論できるところは日本には少し欠けているのかなと思った。
次に、他人と生活するむずかしさだ。ホームステイは以前から異文化を知るきっかけに
なると思いしてみたかった。Mom と dad はとてもよい方で、よく話しかけてくれて、毎
日本場インドの辛くて美味しい料理を作ってくれた。
だが、国はもちろん家庭のルールもほんとに今までとは全く異なっていて、一人暮らし
で自由気ままに過ごしてきた日々とは一転して、気疲れする日も多くあった。でも、家
庭のルールをきちんと伝えてくれるということが、本当の家族としての在り方であって、
私たちはゲストではないんだと実感するに従って、その環境にも徐々に慣れていくこと
ができた。
最後に諦めずに伝え続ければ、いつかは伝わるということだ。
この研修で助けてもらったアメリカの人々は数えきれない。ネットも使えない中一人で
迷ったときに、駅まで送ってくれた人、定期をなくした時に笑顔で通してくれた運転手
の方々、発音の悪い英語を一生懸命理解しようとしてくれた mom と dad そして、先生方、
ほんとにアメリカはたくさんの親切な方がいた。
でも、きっと勇気を持って話しかけなければ、諦めずに自分の言葉で伝え続けなければ
こんなに素敵な対応はしてもらえなかった思う。Mom に最初に言われた言葉”Don’t be
shy!!”この言葉を信じて、伝え続けることが最も英語を話す上で大切なことだと実感
した。
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僕がこの研修に参加しようと思ったのは、アメリカに行き、英語が当た
り前の世界に飛び込むことによって、少しでも自分の拙い英語を改善す
るためでした。ただ紙上の文字を眺めたり、書いたり、読んだりするだ
けじゃ、本当に英語を喋れるようにはならないと思ったのです。
日付変更線を越え、現地の空港に降り立ち入国審査を受ける時、まるで
自分が洋画の中にいるのではないのかと思ったのをよく覚えています。
見慣れない人種 に聞きなれない言葉 、見るもの聞くもの全てが新鮮で
した。
ホームステイ先はインド人の優しいお母さんと気さくなお父さんのいる
家でした。情けない話ですが、会話の大半を相方の人に頼ってしまって
いました。断片的なワードは拾えても、話の全容がよくわからないと言
ったような感じでした。ここで、自分のリスニング力の無さを痛感しま
した。ホームステイ先では土日にホストのお孫さん達が遊びにやってき
たり、基本的にカレーだったり、ボーイングに連れて行ってくれる聞い
ていたらツアーに参加するんじゃなくて工場の周りを回るだけであった
り、色々なことがありました。中でも、遊びに来たお孫さんの 1 人が、
自分が日本でアメフトをしていることを伝えたら、楽しそうに地元のフ
ットボールチームのことについて喋ってくれたのがとても印象に残って
います。
大学ではたくさんの出会いがありました。僕たちが参加したのはワシン
トン大学の STEP というプログラムで、参加者のほとんどが日本人でし
た。日本の東西様々な大学の方が参加していたり、中には中国人の方な
どもいました。皆それぞれ違った価値観を持ち、年齢の壁を超えて、時
には協力してプレゼンをしたり、一緒にシアトル内を観光したりしまし
た。
今回の研修では、怖がらずに話しかける大切さを学びました。話しかけ
られるのを待つ受け身の姿勢では、いつまで経っても英語は上達しませ
ん。ホームステイの大抵の方は言いたいことを最後まで聞こうとしてく
れました。ホストの方にはとても感謝しています。
僕にとってこの 3 週間は、かけがえのないものになりました。これを機
に、海外旅行をもっと積極的にして行きたいです。
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第 2 回ワシントン大学研修訪問団に参加して
私は大学生の時にしかできない経験をしたい、ホームステイを通してアメリカの生活を
体験してみたい、実際に英語を話さないと生活できない環境に身を置いて自分の英語力、
コミュニケーション能力を向上させたいと思いこの研修に参加した。
初日ホストファミリーが迎えに来てくれた時、車の中で沢山話してくれたが全然聞き取
れずにもっと英語を勉強してこればよかったと思った。しかし３週間で頑張って話せるよ
うになろうと思いホームステイ生活が始まった。ホストファミリー宅には両親と中国の留
学生２人と猫１匹と犬２匹がいる家庭だった。パパの作る料理はとても美味しく、３週間
１つも被ることがなかった。さらにアメリカでは奥さんの方が強く夫の方が家事をするこ
とが多いことを教えてくれた。最初、中国の留学生の英語が流暢で４人の会話を聞くので
精一杯だった。笑ったり、うなずいたりしているだけで話しに入ることができなかった。
しかしだんだん慣れてくるにつれて分からない言葉があれば聞いてみたり、質問してみた
り、日本の話を頑張って伝えてみることに挑戦することで徐々に打ち解けていけることが
できたと感じた。伝わらないことも一杯あって苦しい思いもしたが失敗を恐れず話そうと
する努力が必要だと思った。また伝わらないことがあっても違う言葉に言い直したり、画
像を見せて分かるようにしたりするなどした。自分の言いたいことが伝わらないつらさと、
伝えようとする努力の大切さをこの経験を通して実感した。また中国の留学生と仲良くな
り一緒にノースカスケード国立公園まで連れて行ってもらった。英語がペラペラ話せるわ
けではないけれど仲良くなりたい気持ちがあれば相手も分かってくれるのだと感じた。３
週間後には話している内容がだいぶ聞き取れるようになった。次は話せるようになって言
いたいことを伝えることができるようになりたいと思った。
大学の生活はまず初日バスを乗り間違い、ダウンタウンの方までいって行ってしまった。
全く知らない土地で最初どうしていいかわからなくて泣きそうになったがバスの運転手や
町の人にワシントン大学に行きたいことを伝えると親切に教えてくれ電車に乗って５分ほ
どの遅刻で行くことができた。何か行動を起こすことの大切さと人の親切さを感じた。次
にクラスはほとんどが日本人で台湾人一人と中国人一人いるだけだった。私は筑波大学の
二人と台湾人の５人で行動することが多く、台湾人は日本語が分からないので５人で英語
で頑張って話すことが多く、目的の１つだった英語力とコミュニケーション能力を向上で
きる環境に身を置くことができた。英語は世界共通語だということを改めて感じることが
できた。
とても充実した３週間を送ることができた。この語学研修を通して英語力だけでなく、
自分で考えて行動する力も身に着いた。また英語に囲まれて生活することで、自然と必死
に理解しようと英語を集中して聞 くようになった。最初お店の注文だけでも緊張していた
が最後には普通に頼めるようになったことや道に迷った時人に聞いてみるなどこの研修を
通して自分自身成長できた。また普通に旅行しただけでは得ることができない海外の友達
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を作ることができた。この研修に参加して良かったと心から思う。一生の思い出に残る、
貴重な体験ができた。有難うございました。

TJ

ホストファミリーと二人の留学生

ノースカスケード国立公園

工学 M2 男性

ワシントン大学語学研修に参加して
私は今回、ホームステイを通して英語にふれながら生活をしたいと思い本研修に参加し
ました。短期英語研修自体は二度目ですが、前回は個室の寮生活ということもあり、日常
生活でなかなか英語を話す機会を作ることが難かったことが印象に残っています。という
経緯もあり、前回以上に積極的に英語を話す機会を自分から作りました。
ホストファミリーはフィリピン人と聞いて最初は驚きましたが、ホームステイの受け入
れに慣れている方々でした。私たちがホームステイをしているということを正しくとらえ
ており、仕事から帰ってきて遅めの時間でも「今日はどうだった？」
「今のところ過ごして
みてどう？」と話をしてくれて、会話の機会を少しでも増やしてくれました。そのおかげ
で毎日英語にふれ、少しずつ話す内容が多くなり、
「会話」になっていきました。そのよう
な環境ですが、ホストファミリーと常に一緒にいるわけではなく、自分自身で行動をとる
場面も多かったです。自分でお店に電話をして予約をとる・現地で映画館に行くなど、容
赦のない会話へ自分から踏み出して行くことが出来、これまでよりも成長できたと感じま
した。
ワシントン大学での授業に関しては、思っていたよりもフィールドワークや課題が多く
大変でした。今まで大学では１つしかない答えを求めるということばかりしてきたので、
テーマを自分たちで決め、調査し、まとめ、意見を述べるというレールを自分で敷くこと
はとても難しかったです。午後のアクティビティに関しては、シアトルで右も左もわから
ない私たちを職員の方々が楽しく誘導してくださり、大学・現地クラスという垣根を越え
て交流ができたことがとても印象に残っています。この出会いを機に SNS を通して世界と
少しでも繋がりを持ち続けたいです。
この 3 週間は本当に短くてあっという間に終わりました。事前に実践しようと思ってい
たことのほとんどが出来、充実した時間を過ごすことができました。しかし、会話で言葉
がとっさに出てこなかったり、そもそも知識不足であたったり、課題もたくさんあります。
今後は英語学習だけではなく文化や学問のインプットにも力を入れ、定期的にアウトプッ
トしていくことで更に成長していきたいと思います。
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ワシントン訪問研修団に参加して
授業を受けて、バイトをして、友達と遊んで、サークルに行く。楽しい毎日ですが、何か
足りないような気がしていました。今しかできない経験をしたい大きな世界に触れたいと
思っていたときにこの研修を知り、英語は苦手でしたが海外に興味があったため、申し込
みました。
３週間の研修の中で、言葉の壁に苦労したことはもちろんですが、最も苦労したのはア
メリカのバス社会に適応することです。もともと日本でもバスを利用する機会がなく、不
慣れでした。私のステイ先の近くの終バスの時間が早いこと、バス停の名前の多くが通り
と筋で表されること、ポケット Wi-Fi がなくネットが見られないこと、それに加えて言葉
もままならない、私にとって最大の難関でした。３週間数えきれないほどの経験をしまし
たが、私にとって強烈で成長したであろう経験の一部をここに残したいと思います。
シアトル到着４日目、火曜日の帰りです。私は Lynnwood にホームステイしていました。
違う地域にホームステイしている友人と帰りのバスを検索し、バスに乗り、降りるバス停
を見落とさないようにバス内の表示に集中していました。138St,40Ave、ホッとしてバスを
降りました。しかし、なぜか見たことのない景色。一駅手前で降りてしまったのかもしれ
ない、一駅分くらい歩こうと思い、道を尋ねますが、全員知らないと答えます。Wi-Fi スポ
ットや交番を探すけれど、家と森しかありません。ステイ先は近くにあるはずなのにみん
な知らない意味が分かりません。電波もなく連絡をとれないし、自分が一体どこにいるの
か全く見当もつかないし、言葉も思うように通じない、不安で泣きながら歩いていました。
すると、子供連れの親切な女性が声をかけてくれ、女性の家の庭でパソコンを借りホスト
ファミリーにメールを送り地図を見せてもらいました。そのときにやっと、Lynnwood では
なく友人の地域の同じ番地のバス停で降りていたことに気づきました。しかもかなり離れ
ていて、尋ねても全員しらないのも当たり前です。結果タクシーを呼んでいただき、無事
帰宅しました。泣き止まない私を抱きしめてくれ、飲み物とお菓子までご馳走になり、親
切な方に助けられたことに心から感謝しました。今となっては笑い話で自虐ネタになって
いますが、あの時は本当に怖かったです。
他にも様々な経験をしてたくさんのものを得られました。普通に過ごしていれば出会わ
ないような、レベルも意識も高い人と関われて刺激を受けたし自分をよく知る機会にもな
りました。それからはステイ先に帰れて（途中で Wi-Fi を貸していただきましたが）
、最後
の方はバスを乗り継いで一人で出かけられるようになりました。英語力も初めに比べれば
マシになったような気もします。まだまだ頑張りたいこと頑張らなければならないことが
見つかりました。もっと英語を勉強してまた留学にチャレンジしたいです。大変貴重な３
週間でした。
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今回のワシントン大学研修は私にとって初めての海外研修でした。私はこの研修で多く
の事を学び、感じました。この体験レポートでは、この研修の良かった所、残念だった所、
研修を通して学んだことの以上 3 つについて書いていきたいと思います。
まずこの研修で良かったと思うことは STEP の授業です。授業の内容は、二人一組にな
り英語で話したり、発音の練習やプレゼンテーションの発表をしたり、シアトルに住んで
いる人たちにインタビューしたり、毎日違うことをするのでとても楽しかったし勉強にな
りました。ネイティブの人たちがよく使う言い回しなどを学べたのも良かったです。また、
この研修では自由な時間が多かったのも良かったと思います。平日の午前の授業と週に二
回の午後のアクティビティ以外は自分で好きな所に行けたのでシアトルの観光地をまわっ
たり、アメリカにしかないお店に行ったり、マリナーズの試合を見に行ったり、とても充
実した毎日を送ることができました。その際シアトル内のバスや電車に何度でも乗れる
U-pass を用意してもらえていたのはとても助かりました。
次にこの研修で残念だったと思うことは、ホームステイ先です。私のステイ先はホスト
マザーが一人で住んでいる家庭で、ホストマザーは毎日仕事でほとんど家におらず、会話
する機会もあまりありませんでした。お互い置手紙で連絡し合うことが多く英語で会話し
たかった私にとっては少し残念でした。また、食べ物に関してはとてもひどかったです。
賞味期限の切れた牛乳を毎日出され、数か月前のヨーグルトを学校に持って行きなさいと
渡されたこともありました。冷蔵庫の中には痛んだ野菜が数多く並んでおりそれが晩ごは
んに出ました。またキッチンにはハエが飛びまわり、部屋やバスルームには大きなクモが
頻繁に現れることもありビクビクしながら生活していました。今回のホームステイは二人
一組でのステイだったので二人で助け合いながらなんとか乗り越えましたが、早めに言っ
てステイ先を代えてもらうという選択肢も考えた方が良かったなと思いました。また、
STEP の授業は良かったのですが、どのクラスもほとんどが日本人の生徒で休憩中やランチ
の時などどうしても日本語に頼ってしまう場面が多くもっと意識して英語を使わないとい
けないと感じました。またもっと UW の生徒と交流できる機会が欲しかったです。
次にこの研修で学んだことは、恥ずかしがらずにいろんなことに挑戦することの大切さ
です。STEP の先生方には何度も｢Don’t be shy.｣と言われました。せっかくアメリカまで来
たのに恥ずかしがっていろんな人と話す機会を逃すのはもったいないと思い、積極的に話
しかけ、いろんな人と出会い、とても素敵な経験ができたと思います。知らない人に英語
で話しかけるなど今までの私ではなかなかできないことでしたが、今回シアトルに行って
積極的に物事に挑戦することの大切さを知りこれからももっといろんなことに挑戦してい
きたいなと思いました。また今回の海外研修に行かせてくれた母や、様々な準備をしてく
ださった先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。私は将来海外の人と一緒に仕事をした
いと考えています。そのためにもしっかり英語を勉強していきたいし、次は長期の留学も
したいと考えています。今回の研修での反省も踏まえ、次はもっと素敵な体験ができるよ
う準備していきたいと思います。

経済 2 女性

私がこの海外研修に参加しようと思った理由は、もともと英語が好きだったけど一度も海
外に行ったことがなかったということと、この２回生の夏休みに何かに挑戦したいという
気持ちが重なったからです。

この研修の中でも特にホームステイを通して、言葉や文化の重要性を改めて学ぶことがで
きました。ホストファミリーには本当に良くしてもらいました。今までにも様々な国から
何十人もの生徒を受け入れてきたらしく、初めて会った時からたくさん話しかけてくれま
した。しかし私は緊張していたせいもあって、“Yes.” や “Thank you.” しか言えない
ままでした。積極的に話しかけないといけないと分かっていても、言いたいことを頭の中
で整理している内に話が進んでいて、上手く言葉にできないことがとても悔しかったです。
アメリカでの生活に慣れてきてから、ホストファミリーとの会話の内容はほとんどがお互
いの文化の違いを説明し合うことでした。毎日知らないことを教えてもらったり新しい発
見があったりしたのでとても楽しかったです。

ホームステイ以外ではお店での注文に何度も苦労しました。初対面の店員さんには注文し
たい物が何度言っても伝わらず、結果的にメニューや看板を指して注文することが多々あ
りました。自分の言いたいことが全部伝えられない、また逆に相手の言っていることを全
て正確に理解できない自分に今まで感じたことのないもどかしさを感じました。

日本に帰ってきて、言葉も文化も全て理解した上で生活できるという当たり前のことに、
感動しました。と同時に、それが英語を通してできたらもっともっと世界は広がるだろう
と思いました。また、この研修を通して県大の他学部や他学年の人たちを始め、他大学の
人たち、海外の人たちとも交流できたことは私にとってとても大きな刺激になりました。
本当にいろんな人との出会いがあって、またいつか会いたいと思える人ばかりでした。

この３週間の研修を通して、もっと長期間海外で勉強してもっと英語や文化を理解したい
と思いました。これからはこの３週間で学んだことを生かしながら残りの大学生活を送り
たいと思います。

