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経済 2 

今回のサセックス大学の研修訪問団に参加して多くのことを経験することができました。 
その中でも特に経験してよかったと思えたことが二つあります。 
一つ目は初めて日本以外の国の授業を経験できたことです。 
サセックス大学での授業は日本の授業とは全く違っていました。 
日本では先生が前で話をして生徒がそれを聞くという授業形式が主であり、先生が主体と

なって授業が進んでいく形が多いです。しかしイギリスでは生徒が中心となって授業が進

んでいきました。語学研修ということもあり、英語を勉強するという授業だったからかも

しれませんがサセックス大学での授業はディベートが中心でした。今まで経験したことが

なかったのでとても新鮮で楽しい授業でした。また、先生も特徴的で、三人の先生にお世

話になりましたが、とても明るく、ユニークな方々ばかりでした。特に日本とは違うのは、

どんな発言をしても excellent,lovely,brilliant,などの褒め言葉が返ってきて、間違っていて
もそれを責めることがないということです。そのため、間違っていてもいいから自分の意

見を言おうという意識がでてきて、積極的に授業に参加することができたと思います。日

本とは違う文化の国の授業を受けることができたというのは本当にいい経験になりました。 
二つ目は多く素晴らしい友達と思い出ができたということです。 
イギリスに渡航する前、研修訪問団の中に知っている人がいないという状況で、不安で、

行くことすら嫌になっていました。しかしサセックス大学に到着し、寮でみんなとともに

生活していくうちにその不安は完全に消えていきました。みんな初めて会った人ばかりな

のに優しくてしっかりしていて、今までもずっと仲が良かったかのような感覚になってい

きました。また、兵庫県立大学のメンバーだけでなく、同じようにサセックス大学に来て

いるほかの日本の大学の生徒の人々とも仲を深めることができました。このような初めて

会ったメンバーと毎日共同キッチンで料理して食べたり、夜まで楽しくしゃべったり、週

末にロンドンやブライトンに出掛けたりしたことは私の心の中でかけがえのない思い出と

して残っています。出発前に行きたくない、すぐにでも帰りたいと後ろ向きな考え方しか

できていなかった私が、もっとイギリスに居たい、帰りたくない、もっといろいろ学びた

いと前向きになれたのはすべて彼らのおかげだと思っています。もちろん日本だけでなく

他の国の生徒の人々と話をする機会も多く、英語を使ってコミュニケーションをとること

ができたのはとてもいい経験になりました。学校内にあるパブで出会った人と一緒に遊ん

だり、たまたまグラウンドで会った様々な国の人々と一緒にサッカーをしたり、普段日本

で経験することができないことをたくさんすることができました。このような体験は今ま

でで、一番の思い出となりました。 
今回のサセックス大学研修訪問団に参加して多くの人々に出会い、非日常的な生活ができ

て本当に良かったと思っています。この研修がこれからの生活にしっかりと生かし、出会

った人々との関係もこれからも続くようにしていきたいと思います。 
 



環境 1 

私は今回この留学に参加して得るものがたくさんあったと思います。 
私は大学在学中に英語を話せるようになるという目標を持っていました。そして今回こ

の留学の話を聞いたとき母の勧めもあり、自分が外の世界へ踏み出す第一歩になればい

いなと思い参加を決意しました。初めて訪れたイギリスでは見るもの聞くものすべてが

新鮮で何をするにもドキドキしました。 
ネイティブスピーカーによる長時間の英語の授業や観光など毎日が充実していました。 
私は留学をするときはホームステイをするイメージがありましたが、今回の寮もよかっ

たと思います。一人暮らしをしたことがない私にとって一人部屋や自炊は慣れるまで時

間がかかりましたがこれも一つの良い経験になりました。 
新しい友人もできました。私が今回の留学に行ってよかったと思える大きな理由の一つ 
です。三週間ともに英語を学びたくさんの経験をするうちに短い間ではありましたが仲

良くなれたと思います。この留学中に出会った人すべてが自分の考えをしっかり持って

いて、私もなんとなく生きるのではなく目標をもってしっかりしようという気になりま

した。 
今回の留学で私のやりたいことが見えてきたように思います。今までは自分が将来何を

したいのかよくわからず不安になることも多々ありました。イギリスで英語を学んでい

く中でもっと外の世界を知りたくなりました。私が留学する前のイギリスのイメージと

実際にイギリスで過ごした時の印象が違うようにきっと世界にはまだまだ私の知らな

いことがたくさんあります。私はそれを自分の目で直接確かめたいです。今世界は貧困

や紛争などさまざまな問題を抱えています。そんな中私が学びたいことを自由に学び毎

日の生活をなんの心配もなく暮らしていけることはとても幸せなことだと今回の留学

で気づくことができました。将来私は一人でも多くの世界の人々が笑顔になれるお手伝

いをしたいです。私はまだまだ英語も完璧には話せないし、何が世界の人々の幸せにつ

ながるのかはわからないけれどまずは大学にいる間に英語を話せるようになる、世界情

勢についてもっと知るというこの二つを目標にしようと思います。 
 
今回の留学は日本と世界の違いや自分の将来やりたいことを知れる大きなきっかけに

なりました。 
限られた大学生活の中で仲間とともにかけがえのない時間を過ごせたことを幸せに思

います。 



応用情報M1 

 
 

今回の研修に参加させていただいて、特に強く感じたことは、英語を「学ぶ」ことと、「使

う」ことが大きく違うということです。日本で生活してきた私にとって、今まで「学ぶ」

ことは何年もしてきましたが、実際に「使う」ことはほぼ初めてであり、英語を使って現

地の人やクラスメイトとコミュニケーションをとることは最初はとてもハードルが高く感

じました。しかし、授業や実際のイギリスでの生活においては、どこにおいても自分の思

いを口に出さないことには何も伝えることができないので、文法どうこうよりは単語レベ

ルからでもとりあえず話してみることを意識しました。そうしてこちらが話すと、話し相

手もどうにか理解をしようとしてくれて、そのおかげで少しずつやり取りができるように

なり、自分の英語でもなんとか伝わるんだ、という大きな自信になりました。 
授業では、様々なトピックについて話し合う機会がありました。イギリスの歴史、文化

や、社会的な問題など、表層的でない深い話題を他国の人と英語で話すことは、英語学習

だけではない新鮮な体験でした。 
同じクラスには、1年半サセックスで英語を学んでいるカザフスタンの方たちがいて、授
業中にディスカッションをする機会の時にも、こちらに話す機会を積極的に与えてくれて、

非常に助かりました。彼らは自国では教師をしていて、ディスカッションを通じて日本と

カザフスタンの文化や教育システムの違いなども学ぶことができました。最後の日には、

カザフスタンのポストカードやパネルをプレゼントしてくれて、とても嬉しかったです。 
授業以外でも、偶然現地で知り合った人のつながりで、サセックス大学で学んでいる方々

や、ブライトンで暮らしていて日本語を勉強しようとしている方々とも話す機会があり、

いずれもとても楽しい時間を過ごすことができました。短い間ではありましたがとても親

しくなることができ、日本に来る際には今度はこちらが案内することを約束しました。多

くの英語圏の方々と深く話し合うことができたのはとてもいい体験だったと思います。 
結果的に、3週間の生活を通して自分の英語の正確性や発音などが向上したかは正直わか
りませんが、少なくとも英語を「使う」ということに対する抵抗は大きく減ったかなと感

じています。 
他の学部生のみなさんよりも少し年上の社会人学生ということで、仲良くなれるか少し

不安だったのですが、皆気軽に接してくれて、学部生に戻ったようなとても楽しい毎日を

過ごすことができたのも良い思い出となりました。 
来年から県立大のプログラムでアメリカに 1 年行くことが決まっているため、少しでも
英語圏になれておこうという意識から参加させていただきましたが、単純に英語圏で生活

するという体験のみならず、国籍や年代も越えた多くの方たちと触れ合うことができた、

自分の人生においてかけがえのない 3週間となりました。どうもありがとうございました。 
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今回、親の勧めで参加したこのイギリス留学について私は本当に自分にとって必要なも

のなのかと少し疑問に思っていました。また私は英語がすごく苦手で嫌いなので向こうで

の授業や生活をうまく乗り越えていけるのかすごく心配でした。でも終わってみればこの

イギリス留学での様々な体験が今の自分にとってもこれからの自分にとっても必要で大切

なものだった気がします。 
 まず最初のクラス分けの面談のテストでは聞かれることは分かっても自分が英語を使っ

て話したことがほとんどないため自分の言いたいことがうまく伝えることができず戸惑っ

てしまいました。筆記のテストもこれならできると思っていたけど意外と忘れていてうま

くいきませんでした。結果、クラスわけでは一番下のクラスでした。行く前から下のクラ

スでは簡単なことばかり教えられて退屈になることがあると言われていたのでやってしま

ったと思いました。でも実際に受けたら自分にはちょうど必要な授業だったと思います。

たしかに文法の授業では中学校で習ったような初歩的な内容も少しあったけれどそれ以外

にディスカッションや発表などとにかくずっと英語でのみの授業だったので結構ついてい

くのに必死でした。先生は午前と午後で二人の先生がいて、どちらの先生も私たちが理解

できるまで工夫して何回も教えてくれたので授業のないようも理解できたし楽しい授業で

した。一番勉強になったのは本場の英語を聞けたので正しい英語の発音を知れてそれを指

摘されながら繰り返し練習しているうちに少し身につけることが出来たというものだった

と思います。 
 他に授業以外でもいろいろ自分を成長させてくれたものがあったと思います。休みの日

町まで行って観光するのにそこまでの交通手段や向こうで目的地を探すときや他にも現地

の人に話しかけてもらったときなど様々な場面で英語を使うことがありました。最初は先

輩方に色々まかせてしまっていたけど後半は一応自分でも英語で現地の人と会話ができる

ようになってうれしかったし自分にも苦手な英語に対して少し自信をもてるようになった

と思います。向こうの人も親切な人たちばかりで誰に聞いても全員がやさしく丁寧に教え

てくれて安心して聞けたし人の温かさも感じました。寮は日本人だけでしたけれどやさし

い先輩方に助けられたりみなさんに仲良くしていただき楽しく過ごすことができました。

自分で食事のことを考えたり英語以外にもいろいろ身につきました。 
 今回の留学では授業や寮では外国の生徒は少なく交流の機会はあまりなく満足できない

人もいるかもしれないけれど自分にとってはいろんな意味ですごく楽しく大切な体験だっ

たと思います。今回の留学で嫌いな英語にも楽しさを見つけることができたのでその気持

ちを持ったまま英語の勉強に励んでいけばようやく英語の力も伸びていくかと思っていま

す。 
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私は過去にカナダへの留学経験がある。カナダでも英語の語学留学を目的として渡航した。しかし、英

語を話すという自信は身に着けることができなかった。相手が何を言っているのかはだいたい理解でき

ても、いざ自分が話そうとすると文法や自信のなさが前面に立ち、会話が成り立たなかった。少しの間

違いや相手が理解できていないのではなど考え始めてしまうとさらに会話は難しかった。私の性格の問

題であるのだと思うが、一般的な日本人にも共通しているところはあると思う。なぜなら、今回の留学

でも同じようなことを話す日本人が多かったからである。しかし、私は今回のサセックス大学の語学研

修で英語による会話に対して以前より自信を持つことができた。これは私とって大きな進歩であり、自

身の殻を破る成長であったと言える。 
 私のクラスの先生は初日の授業で、「とにかく頭で考える前にしゃべりなさい、英語の会話で流暢さの

レベルが向上すれば正確さのレベルも向上してくるから」と説明した。そして、週初めや週終わりの授

業ではクラスの会話の流暢さの向上具合や、授業内での生徒の発言や会話の多さなどを評価してほめて

くれていた。授業でも意見を述べる機会や生徒同士で会話をする機会を多く持ってくれていたように思

う。もちろん、文法や英文を書く授業や、ボキャブラリーブックを作り、語彙を増やすための機会も設

けられていたが、やはり、話すことに重きを置いていたように思う。会話の中で品詞の間違いや時制の

間違いがあっても最初は訂正せず、流暢さを重要としていた。その授業スタイルが私にとって自信につ

ながるきっかけとなっていったと考える。 
 正確に話すことを第一としてしまうと少しのミスも怖くなり会話を成立させることは難しくなる。し

かし、授業の中で話すという訓練を重ねていくことで、会話ということに対しての度胸のようなものが

身に付き、多少の間違いでも会話として成立していくことに気付く。そして、自分が陥りやすい間違い

やクセに気付くことができ、そこから英語の正確さを深めていくことができたのである。英語による会

話の習得には人それぞれやり方や感じ方が違うと思うが、サセックス大学での授業スタイルは、私のよ

うな「ザ・日本人」のタイプには効果を発揮すると考える。多少の度胸が身に付けば、大学の外でも大

いに有効となる。例えば、多くの学生が自炊をしていたため、スーパーマーケットへ行く。そのために

はバスの乗り継ぎや道を聞いたりする機会が必ずある。その、日常的なごく普通の会話へのハードルも

何故だか低くなるのである。緊張や不安などの感情は、いつもなら理解できる簡単な単語や会話も聞き

取れなくするデメリットがあるように思う。しかし、授業の中で話すことに対して慣れていくと、授業

以外での場所でもチャレンジしてみようと思えてくる。これが自信が持てるということなのだと実感と

して経験できた。 
 私は元々、アメリカで手術看護師として、日本では機会がほとんどない心臓移植の手術に携わりたい

と考え、英語の勉強を始めた。英語が好きだからでも、外国に憧れているからでもなかった。だからこ

そ、英語の習得に人以上に時間がかかっているのかもしれないが、今回の語学研修はそんな私にとって、

貴重な経験となることができた。自分の殻を破る機会となったことは私の英語習得人生を大きく広げて

くれたと言える。このような機会を与えてくれた兵庫県立大学へ感謝の意を表したいと思う。そして、

今回の訪問研修団のメンバーが皆さんであったことにも感謝でいっぱいである。ありがとうございまし

た！ 
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 今回の海外研修は将来的に英語が必要なので申し込みました。日本は読むの

みで一切喋ることがないので喋れるようになりたかったからです。実際は、そ

んなに喋ることが嫌いではなかったのですが、言葉が出て来ず、通じるように

なるのに時間がかかりました。また、サセックス大学の寮に入ってから最初の

３日間ぐらいは時差ぼけがひどくてほぼほぼ寝て終わりました。こんなので３

週間生活できるのだろうかと思いましたが、イギリスでの生活に慣れて、３週

間がたってみると案外大したことは無いものだと思いました。やはり日本でも

あのイギリスでやっていたように積極的に参加したいです。また授業内での喋

りは日本では厳禁とされていますが、使えるところで英語をつかっていくこと

が上達への近道と考え、日常生活においてできるだけ頻繁に英語をつかいたい

と思います。そして将来的に最低限の英語で国際的な所であっても困らないよ

うになりたいと思います。 
 イギリスでの授業は、正確さよりとにかく流暢さに重きを置いていたのでこ

まることはありませんでした。ですが、辞書が使用禁止だったので単語を調べ

たりすることができなかったので、言いたいことがなかなか言えず、ほとんど

あれやこれやと代名詞で誤魔化してました。自分の言いたいことをできるだけ

うまく言えるように定型文を覚えて使うようにしていました。そうして毎日毎

日英語に慣れていくことで、少しずつ言葉が通じるようになっていきました。

また、英語を英語で説明したり、推測したりと、日本語に訳す手間を省くこと

ですぐに言葉が出てくるような練習もしました。最終週にはかなり速い会話も

おちついて処理できるようになりました。僕自身は大抵人と会話をするときに

元々速くなりすぎる癖があるのですが。英語ではこれでちょうどよくなるので

気にする必要が無く、会話が楽しかったです。今度イギリスに行くときは一人

で色々な人に聞きながら観光したいと思います。 
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場所 画像 名前 価格（￡） 備考 
ブ ラ イ ト

ン 
 

フィッシュ

 &チップス 6 量が多く油も多いため食べきるのが辛い事も。 
さっぱりとした白身魚に塩と酢をかけることでさらに食

べやすくなる。 
イースト 

スロープ 
 

チキンバー

ガー 6 バンズはしっかりめでボリュームがある。 
また鶏が分厚く、パサパサしておらずまとまりがよい。 

イースト 

スロープ 
 

Mozzarella 
Vesitable&P
esto Burger 

5.5 バジルとペストソースの青々しいバーガー。 味はイタリ

アンな風味でさっぱりしている。 またペストはバジルソ

ースのことなので 疫病ではないことに注意!" 
ス タ ン マ

ー ハウス 
 

クリームテ

ィー 8.5 クロテッドクリームをつけたスコーンと紅茶の相性は抜

群。 またスコーンは昼食代わりに十分なボリューム。 

クリームの代わりにイチゴジャムも非常に美味。 
ロンドン 

 

チキンバー

ガー 8.5 焼いたベーコンと揚げたての鶏との相性が良く、 鶏肉も

2cm ほどの厚みがあり口いっぱいに肉汁が溢れ出す。ビー

ルとあわせると、とにかく旨い。" 
イースト 

スロープ 
 

フルハウス

(bean) 8.6 少し値は張るが物は良い。唐辛子の辛味とチー ズの相性

が良く、ビールが進む。 ただ、辛さに弱い人にはオスス

メできない。" 

ポ ー ツ マ

ス 
 

ポロサルサ

＋  パエリ

ア 

15.55 スペイン料理は全体的においしく、 米に飢えたときのパ

エリアは有難い。 また、ドリンクはワインをオススメす

る。 
ルイス 

 

ビーフバー

ガー  17.85 非常に高かったが、肉が分厚くジューシーで さらにバン

ズがやわらかくかなりおいしかった。 " 

ロンドン 

 

ピザコット

＋ボログネ

ーゼスパゲ

ティー 

23.85 やはりイタリア料理は手頃でおいしく食べられる のが特

徴。今回は撮影用に 2 人分注文している ので高くみえる

が、ロンドンで一人 10￡程度なら 十分だろう。 

ド ー ヴ ァ

ー 
 

ナチョス＋

 ランプス

テーキ 

13.89 ナチョスはトルティーヤにソースをつけて食べる ものだ

が、予想以上に満腹感が得られる。また ランプステーキ

は下味が無いので胡椒をかけな いと、肉の臭みが強い。

ただ非常に安い。 
ス タ ン マ

ー ハウス 
 

アフタヌー

ンティー 14.95 サンドイッチ、スコーン、デザートすべてがおいし いが、

非常に量が多い。さらに時間が夕方からで すぐに無くな

るため行くかどうかは胃袋と財布と の相談が必要だろ

う。 
ホーブ 

 

サーロイン

 ステーキ 10.8 肉が非常に柔らかく、さらに価格も安い。ただ、 下味が

無いので胡椒をかけることを忘れないように。またこの店

はドーバーの店と同じなので非常 に安く、通常の一品料

理は 2 つで 5￡などと格安であった。 
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   †正しいキッチンの使い方† 
†使用の前に 

 ・窓を開ける 

 ・換気扇のファンの確認 

 ・キッチン全体の空気循環を確認 

 ・火災報知機の位置の確認 

†使用上の注意 

 ・電熱板やオーブンは非常に高温となりますので 

   焦げには十分注意が必要です。 

 ・高温の電熱板に物を溢した場合は直ちに取り除 

    かないと焦げて火災報知機が作動します。 

 ・レンジは使用時間をよく確認し、指示通りに調理 

    しないと料理が破裂する危険性があります。 

†調理における留意点 

 ・包丁の切れ味があまりよくないです。 

 ・フライパンは焦げ付きやすいです。 

 ・電熱やオーブンにも電源スイッチがあります。 

 ・火災報知機は敏感です。 

†使用後の注意 

 ・電熱やオーブンなどの消し忘れには気をつけてください。 

 ・十分に部屋を換気しましょう。 



応用情報M1 

＜講義について＞ 
サセックス大学での英語研修は、日本で受ける英語教育に比べて、talkingや discussion

を中心とした講義だったため、日本人の英語力の弱点補強という意味で、非常に有意義な

ものだった。個人的には、９月から始まる米国大学院（ＣＭＵ）の遠隔講義の準備として

の意味合いが大きかったが、それに向けた最高の準備ができたと思う。 
 
また、同じクラスにはカザフスタンから長期滞在で来ている社会人学生（全員、高校教

師）が多数おり、彼らとは年齢層が近い事もあり、授業を通して様々な議論（政治、経済、

文化、芸術の領域まで）を活発に交わすことができた。これらの議論は、英語のみならず、

グローバル人材に必要な異文化コミュニケーションスキルを身につけるうえで、非常によ

い機会だったと思う。 
 
＜新しい仲間との出会い＞ 
私にとって今回の研修のもう１つの目的は、年の差を超えて「若い世代と共感し合う」

という事だった。会社では、若い世代を教育する立場や、マネジメントする立場で接する

事はあっても、同等の立場で交流し、価値観を共有しあう機会や場はほとんど持った事が

なかった。 
 
今回の研修では、10代～20代の学生と広く交流を持つ事ができ、彼らの感性豊かで、柔

軟な発想力に、多くの影響を受けた。また、デジタルネイティブ世代ならではの、オンラ

インツールを駆使したコミュニケーション能力の高さにも感銘を受けた。この短期間で、

新しい仲間から教えてもらった事は、今後の業務を推進していく上でも、大いに活用でき

ると思う。新しい価値観を教えてくれた仲間たちに感謝したい。 
 
＜イギリスでの生活＞ 
イギリスに来て、唯一、困った事は気候である。日本の夏に比べると、雨が多く（１週間

の内、５日間は曇りか雨だった）、寒暖の差もあるため、半袖ではとても過ごす事ができな

かった。また、物価が高く、安いフィッシュ＆チップスやハンバーガーなどの、脂っこい

食事ばかり摂っていたため、かなり偏った食事になってしまった。お腹が強い人以外は、

重量が許す限りの日本食を持参する事をオススメしたい。 
以上 
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 3 週間のイギリスでの滞在は僕にとって貴重な体験になりました。もともと僕

はイギリスが大好きでこの研修に参加したのですが、イギリスで過ごす毎日が

楽しくてあっという間に時間が過ぎてしまったような気がします。 
 大学での授業は 10 人前後でのディスカッション形式で、日本のような教授１

人対学生多数の形式とは違い、先生の質問に対して学生が答えていくというア

グレッシブな授業でした。どちらかと言えばゼミに近いかもしれません。 
 休日になると、必ずロンドンなど観光名所に繰り出していました。せっかく

イギリスに来ている以上、楽しまなければ損というものです。その際に持って

おきたいのがイギリスのガイドブックです。特にロンドン市内の地図や、鉄道

と地下鉄の路線図が掲載されているものは非常に役立ちます。ただ、ロンドン

観光をする際に気を付けておきたいのが不当な理由で金を要求してくる輩につ

いてです。実際に僕が経験したケースなのですが、ビッグベンの横にある橋で

友達と自撮りをしていると顔を白く塗った道化師のような人が勝手に写真に写

りこんできました。するとそいつは「Give money!」と金を要求してきたのです。

「Sorry, we have to go!」と無理やりその場から離れ、なんとか事なきを得まし

たが、そいつは強く腕をつかんできて鬼気迫るものがありました。ロンドンで

写真を撮っているときにもし関係ない人が入り込んできたときはカメラを下げ、

撮影を中止するべきだと学びました。 
 寮での生活は基本自炊になります。イギリスでは外食すると簡単に 15~20 ポ

ンド飛んでしまうので、大学内にあるコープや現地のスーパーで食材を買って

自炊したほうがはるかに安く済みます。イギリスの食べ物はまずいと思い込ん

でいましたが、自分の腕次第でおいしい料理を食べることができます。また、

外食する際も多くの店の料理はおいしかったです。慣れの問題かもしれません

が。ただ、終盤になると日本のもちもちしたご飯が食べたくなりました。イギ

リスの米は細くてパサパサしているのであまり口には合いませんでした。レン

ジで温めるだけで食べられるパックご飯を持っていくと終盤乗り切れるかもし

れません。寮生活にも慣れてくると、イギリスの文化水準は日本と変わらない

ので生活で不便に感じることはなくなります。 
 この語学研修は寮生活なので身の回りのことは自分でしなければなりません。

でもその分イギリスで生活しているという実感が得られ、非常に充実した三週

間でした。英語圏に身を置くことで必然的に英語を話す機会が多くなり、自身

の英語力も上達した気がします。イギリスに愛着も湧き、最終的には日本に帰

りたくない、まだまだ行きたい場所がたくさんあると思うようになりました。

この経験を生かして、海外勤務も視野に入れて就職活動するつもりです。 
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わたしは第５回サセックス大学研修訪問団に参加してとても有意義な時間を過ごすこと

ができたと言い切ることができる。なぜならわたしは日本では決して知ることのできない

英語や文化をイギリスで学ぶことができたからである。それは本やインターネットの文字

からは感じることのできない感覚であった。わたしはこの感覚を大きく分けて二つのこと

から学んだ。 
まず一つ目に英語の授業からである。英語の授業は少人数のレベルに応じたクラスであ

ったことに加えてディスカッションの時間が多くとられていたため、積極的に参加し英語

を活用することができた。日本語を全く使わない授業はそれだけで理解するのが難しい部

分もあったが、聞き直すと先生は優しくゆっくりまたは別の言葉で伝えてくれたため授業

に置いていかれるということはなかった。そしてなによりも英語の授業で良かったことは

ネイティブから発音を学べたことだ。文法などは日本で学んできたことがそのままいきて

いたが、発音やアクセントに関して個人的にアドバイスをもらえたことはかなり大きい。

試験の点数に直結はしないだろうが今後英語を活用する際に必ず良い形で発揮されること

だろう。 
 次にイギリスでの生活からである。今回わたしは観光には重点を置かず地域の空気を感

じることを大切にした。三週間の自炊生活ということと円安で物価が高いということもあ

って、街を歩きまわり数十店のスーパーを回って値段を比較したりした。つまらないこと

のような気もするがイギリスでは日本と食品による相場がかなり違い、乳製品が極端に安

かったりとなかなか面白いものがあった。これは数日間の短い旅行ではすることのできな

い時間があるからこその良い体験であったと感じる。二十時頃まで明るかったため遅くま

で街を出歩いたりもしたが、十七時頃にはほとんどの店が閉まってしまっていたのはとて

も残念だった。絡まれてお金を要求されたりもしたがこれも今思えば良い経験であった。

他にも道を尋ねたことや、その場で出会ったお年寄りから建物の歴史を聞いたりすること

ができたのはとても貴重な経験であったと思う。イギリスは食事がまずいとう話をよく聞

くがときどき買ったお惣菜からそれが嘘であるということもしっかり自分の舌で確認でき

た。生活の面からもイギリスの文化を存分に体感することのできた本当に充実した三週間

であった。 
 イギリスでの体験はどれも魅力的で楽しかったがどうしても一つ悔いに残ることがあっ

た。それは自分の英語力の無さである。相手に伝えようと思っても適切な言葉が思い浮か

ばない。フレーズは出てきているのに咄嗟の場面で言葉につまる。こういったことがあり

すぎるほどにあった。英語を学びに行ったとはいえ力不足の部分が大きかったことを痛感

した。今後は今回の経験を活かし英語の文法に加えスピーキングに磨きをかけていきたい。

きっといつかリベンジする日がくるだろう。 



経済 1 

僕が今回の語学研修で一番身についたことは「積極性」だと思います。イギリスに行くまでは、

周りに様々な国籍の人たちがいて、クラスメイトや同じ寮の人たちとすぐに友達になれるのかなと軽

い気持ちでいました。しかし、実際はそうではなく、クラスメイトも寮も日本人ばかりで、中々日本

人以外の人と話せる機会がありませんでした。大学内には、様々な国籍の人たちがいましたが、だか

らといって、１人外でふらふらしていても、特に話しかけられるわけではありません。それに、話し

かけるというのも恥ずかしがり屋の自分にとっては、簡単なことではなく、中々話しかけることがで

きませんでした。僕が初めて声をかけたのが、公園で犬を散歩している家族連れでした。偶然、実家

で飼っている犬と同じ犬種だったので、これはチャンスだ、と思い、おもいきって話しかけてみまし

た。すると、笑顔で話をしてくれて、自分のつたない英語を頑張って理解しようとしてくれました。

なんとか会話は成り立ったのですが、僕の英語力が低いせいか、何度も聞き直してしまいました。そ

れでも真剣に聞いてくれて、非常にうれしく思い、少し勇気がわきました。それからは、せっかく異

国の地にきて英語を使うチャンスがいろんなところにあるのだから、そのチャンスを存分に生かして

いこうと思いました。 
授業では、日本のような一方的な授業ではなく、生徒が積極的に意見や質問ができるような形

式でした。すべてが英語で行われる授業で、自分の英語に自信が持てずに、間違うことを恐れて、中々

発言することができませんでした。しかし、先生が「間違うことを恐れないで。」と何度も言ってく

れたおかげか、少しずつ積極的に発言することができるようになりました。また、英語を使う時すべ

てにおいて、考えすぎないことが大事だということを教えてくれ、間違いを恐れずどんどん発言でき

るようになりました。英語力が伸びたかどうかははっきりと言えませんが、自分の英語に対する自信

を少し持てたように思えます。最後の授業で、先生に感謝の気持ちを伝えたかったのですが、自分の

英語力が低く、思い通りに伝えられなかったことを非常に悔しく思っています。 
大学内で知り合った日本人から、近くのまちで日本語を勉強している人たちが集まるところが

あるときき、これはチャンスだと思い、行ってみました。初めて行く場所で緊張しましたが、とても

歓迎してくれました。英語や日本語を使いながら、いろんな話をして、友達もできました。その時、

日本のことを知らない自分が情けなく思いました。政治や文化、地域など、質問されても答えられな

いことが何度かありました。海外に行くには、言語だけでなく、そういった自国の知識も大切だと痛

感させられました。 
この研修を通して、何事にも自分から挑戦していくことの大切さに気づき、さらに、少しずつ

色んな事に挑戦できるようになっていました。もし、殻にこもったまま何事にも消極的になっていた

ら、きっとこれほど充実した語学研修になっていなかったかもしれません。日本でも、ここで得た積

極性を生かし、様々なことに挑戦していきたいと思います。また、この研修で自分の英語力がまだま

だだと思いました。伝えたいことを伝えられないという悔しさが、これから日本で英語を勉強するさ

らなるきっかけにもなりました。次、海外に行くときには、もっと自分の英語に自信を持って話せる

ようになっておきたいと思います。 
最後に、２２人のかけがえのない仲間と共に最高の時間を過ごせたことを幸せに思います。夢

のような楽しい時間をありがとうございました。 



環境 3 

イギリス研修プログラムに参加できたことに、とても満足しています。ただ、一つ後悔

しているのは、勉強不足です。現地の授業に参加したときに、自分の語彙力のなさに、と

てもがっかりしました。周りにいる日本人の学生は自分よりも年下で、ですが、自分より

もたくさんの単語を知っていて、途中まで自分の年齢をいうのも恥ずかしいぐらいでした。

ただ、授業に参加して、自分の一番の弱点が語彙力だということが知れてよかったと思い

ます。また、英語の能力以外にも、もともとの知識を備えておくことの大切さも知りまし

た。授業では、英語で、できれば日本とイギリスを比較して、自分でテーマを設けてプレ

ゼンをしなければいけなかったり、特に文化の授業では、イギリスの美術や王室のこと、

日本の美術や天皇のことについて知識を持っておくと、それをもとに自分の意見を述べや

すくなり、いいだろうと思いました。私自身、英語でプレゼンを作って、プレゼンを聞い

てもらう機会はなかったので、初めてのことでとても緊張しましたが、とても楽しんでプ

レゼンを作れたし、いい機会を持てたのでよかったです。 
 また、授業のクラスは日本人が入れている一番いいクラスでも、半分は日本人で、日本

人が入れているクラスの上から３つ目のクラスまでしか外国人はいませんでした。それに、

初日のオーラルテストの最後の質問で、どのように英語を学びたいかと聞かれるので、そ

こでスピーキング重視と答えた方が、外国人のいるクラスに振り分けてもらいやすくなる

かもしれません。クラス分けはオーラルテスト重視なので、オーラルテストを頑張ること

をお勧めします。ただ、途中で自分にクラスのレベルがあっていなければ、上のクラスに

も下のクラスにも行くことは可能なので、

そこまで心配しなくていいと思います。私

自身、自分のレベルよりも高いクラスに入

れられて初めは困りましたが、同じフラッ

トのメンバーに授業の様子を聞いたり、相

談してみた結果、クラスは下げずに頑張り

ました。授業では劣等感を感じますが、最

後の方はなんとかついていけている感じも

しましたし、ここまで授業についていくの

に必死になったことはなかったので、良い

経験となりました。 
 外国の人に触れる機会が、自分から行動しないと生まれないので、みんな必死でした。

私自身アンケートを取りたいことがあったので、知り合いになった外国人のかたの寮を訪

れることはすごく勇気がいりましたが、訪れてみてアンケートを取りました。しかもそこ

には、４か月ほど滞在している日本人の方がいて、何人か外国人を紹介して下さりとても

助かりました。 
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 放課後は、水曜日は大学側が用意しているプロ

グラムに参加したり、金、土、日は Brighton や

London など遠出も出来ました。５回ぐらいしか

遠出できる機会はないし、ロンドンも一日では回

れないので、回りたいところは絞っておいた方が

いいかもしれません。また、ワーナーブラザーズのチケットやミュージカルのチケットは

日本にいる間にとっておいた方がいいかもしれません。チケットが取れずに行けていない

人もいました。水、金曜日以外も、Lewes という近くにとても素敵な場所があり、そこは

かわいい町並みで、素敵なお店もあるのでとても楽しかっ

たです。 
 また困ることも大切だなと感じました。バス停で困って

いたら助けてくれた外国人の方がいて、しかもその人は明

日誕生日で、翌日の誕生日会に招待されて、困ることで素

敵な出会いがあったなと実感しました。誕生日会にはたく

さんの外国の方がいて、いろんな国籍の方とお話しできて、

とても楽しかったです。 
何か困ったことがあればフラットのメンバーが助けてく

れるし、フラットのメンバーとの出会いが一番この留学に

きてよかったことかもしれません。授業だけでなく、フラ

ットでの生活や、放課後がとても充実していて３週間はあっという間で、本当に参加でき

て良かったです。 
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今回参加した目的は、サセックス大学の教員や世界中から集まった学生、現地の人々と

積極的に交流し、語学力向上、スピーキングの上達、コミュニケーション能力を養い、実

生活でのイギリス英語特有の表現、文化を学ぶためである。 
しかし、実際は学習面だけでなく、生活面や精神面等全てにおいて、刺激的かつ有意義

なものだった。 
まず初めに体感したのは、どこまでも広がる豊かな自然、おいしい空気、美しい景観。

そして、ゆったりとした時の流れ、各国からの人達の活気、飛び交う英語。全てが新鮮で、

私の胸は高鳴り、興奮したのを覚えている。このような環境は、今まで私の心を押し付け

ていた全ての物事から開放し、より豊かなものにしてくれることを実感した。 
次に、様々な国の人との交流を通して。バス停で出会ったサウジアラビアの女性と仲良

くなり、彼女の誕生日パーティーに招待された。そこには、中国人、トルコ人、日本人、

私達を含め 12人が集まっていた。皆、私達以外仲良く、初対面であるのに快く受け入れて
くれ、皆と同じレベルに達していない英語だったが、構わず話しかけてくれた。趣味で二

か月間勉強しているとは思えないくらいの完成度の高い日本語で挨拶してくれた人や、日

本の曲を歌ってくれた人、最後の別れを惜しんでくれた人等、海外の人々のホスピタリテ

ィの高さに感激した。皆、私達と同じ年齢にも拘らず、将来のビジョンが明確で、芯が通

っており、日本では考えられないような出会いに恵まれ、刺激的で有意義な時間だった。 
さらに、寮の共同スペースについて。ここでは、毎晩語り合ったり、皆で料理を作った

り、ゲームをしたり、課題をしたり、寮での大半の時間をここで過ごした。短期間で、深

くて濃い付き合いが出来たのも、留学ならではの経験だったと実感した。 
自分の語学力のレベルを知ることができたのは一つの大きな収穫である。綺麗な英語を

話すということでなく、ジェスチャーを入れてでもとにかく話すことがスピーキングを上

達させる上で重要である。海外経験、留学経験が全くなかったが、今回の経験を通して、

食事や生活面など基本的な不安も解消され、長期滞在への抵抗も減り、今後の自信に繋が

った。また、残りの学生生活を、これまで以上に英語学習に重点を置くことはもちろん、

ネイティブでない人達や、私達日本人にわかりやすく話してくれる発音がきれいな教授等

以外の人を相手にしても日常会話レベルで対等に話せるようになるために、幅広い知識を

身につけ、様々な国の人と定期的に交流する機会をもつようにし、どんな環境にも大胆に

飛び込んでいける度胸を身につけ、自らの進路の幅を拡張して、グローバルに活躍できる

ように努める。学生時代に海外で生活するという貴重な経験ができたのは、周りの人々の

協力のおかげだと心から感謝している。この気持ちや今回決意したことを忘れず、人との

興味の一致、積極的な活動次第で、世界を舞台に挑戦できる若者の特権を生かし、社会人

としても役立てていきたい。 



環境 2 

この研修で最も感じたことは、積極性です。最初の頃は授業中に発言することに、緊張

していました。間違いを恐れていたからです。先生は何度も「間違えてもかまわない。」と

おしゃっていましたが、不安が大きかったです。授業を重ねるにつれて、先生が私たちの

英語を必死に聞き取ろうとしてくださる姿勢、間違えても全く怒らない授業スタイルに慣

れ、発言しやすくなりました。最後の方では自分から積極的に発言していて、成長したな

と実感していました。 
この 3 週間で一番の思い出は、キャンパス内にあるバスケットゴールでサセックスの学

生と一緒にバスケットをしたことです。彼女たちはロシアとポルトガルから来た留学生で

した。私が大好きなスポーツを通して友達ができたことがとてもうれしかったです。その

数日後に道で偶然すれ違ったのですが、向こうから「Hi! How are you?」と声をかけてくれ
ました。急だったのでうまく返事できなかったけれど、私たちの顔を覚えてくれていたこ

とに感動しました。また、コインランドリーで知り合ったインドネシア人の院生には、

Brighton で話しかけられました。後ろから話しかけられたので少し怖かったけれど、後姿
で分かるほど覚えてもらえていたことに驚きました。彼に関しては名前まで覚えてくれて

いたので、なおさらうれしかったです。 
現地の人に話しかけるには勇気がいりました。キャンパス内の学生には比較的話しかけ

やすかったけれど、一般の人に対しては躊躇したからです。しかし、地図や交通手段を尋

ねるうちに、普通に話しかけることができるようになりました。最初の一言さえ話しかけ

れば、楽しい会話ができます。なぜなら、向こうがたくさん話してくれるからです。「話し

かけなければなにも始まらない。」ということを強く感じました。タトゥーがあっても、鼻

ピアスをしていても優しい人ばかりでした。幸運にもチップを求められることもなく、日

本では珍しいぐらい詳しく道を教えてくださいました。 
この積極性を日本の大学の授業でも出していきたいと思います。この研修を通して身に

ついたものは英語以外にもたくさんあります。その一つがこの積極性です。異文化を経験

することで日本の素晴らしさと欠点に気づくことができました。この発見を忘れずにこれ

からの大学生活を楽しんでいきたいと思います。 

右)キャンパス内のバス
ケットゴール 

 
左)Brightonの景色 
keis 
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 今回の研修は、私にとって大変実りのあるものだったと思います。語学研修としてはも

ちろん、異文化の中での生活や異文化に生きる人々との交流、また研修団メンバーとの共

同生活においても学ぶものが多くありました。 
 異文化交流でもっとも印象に残っていることは、サセックス大学に留学しているサウジ

アラビア人の女性のバースデーパーティーに招いてもらった時のことです。偶然が重なっ

て出会い、出会ったその日にパーティーに誘ってくれました。訪ねてみると、親しい友人

10 人ほどが彼女の寮に集まっていて、そのような場に出会ったばかりの私たちを招待して

くれたことが驚きでした。『他人との距離』の違いに異文化を感じました。その他にもバー

スデーケーキを誕生日の本人が用意し、本人が切り分けていたり、ケーキの蝋燭を消す前

にお祈りをしていたり、小さな違いですがとても新鮮で、貴重な経験だったと思います。 
 また、私のいちばんの関心であるイギリスの自然環境に直接触れられたことは、夢が叶

ったと言ってもいいような体験でした。大学内でもロンドンのような都会でも自然が美し

く、あれだけ頻繁に雨が降っても日本のような雑草が鬱蒼とした風景にならないことに感

動しました。街中を歩いていて園芸ショップは多くあるのに花屋がなかなか見られないこ

とも、イギリスの花への価値観がうかがえて非常に興味深かったです。 
 肝心の語学に関しては、今回の研修で自身の英語運用能力を図ることができ、今の自分

に何が足りないのか浮き彫りになりました。授業を含めた三週間の生活の中で最も強く感

じたことは、基礎の重要性です。実際に英語圏に身を置くと、基礎をしっかり固めていれ

ば自分の言いたいことは伝えられるということがよくわかりました。また基礎力に加え、

リスニング能力と語彙力の必要性も再認識しました。滞在中人に何かを尋ねた時、答えを

聞き取ることができない、聞き取れても単語の意味が理解できないということが度々あり、

自分の勉強不足を痛感させられました。これらを今後の課題とし、向上に励みたいと思い

ます。 
 最後に、人と深く関わることを避けてしまう私にとって、朝から晩まで人と過ごすこと

は最初まるで試練のようでした。しかし関わってくれた人たちは皆温かく、個性的で魅力

のある人ばかりで、共同生活の中で個人個人の魅力を見つける度に自分のあり方について

考えることができました。今、この三週間のすべてが私にとって価値ある経験だったと心

から思います。 
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 今回のサセックス大学研修に参加して、多くのことを学び、身につけることができまし

た。１つ目は、語学力です。大学での授業では音楽やミュージカルのストーリーを通して

英語を学んだり、英語でお互いの考えを発言しあう機会が多くありました。最初は自分の

言いたい事をなかなか伝えることができず、自分のボキャブラリーの少なさにがっかりし

ました。また自分の語学力よりさらにもっと高い語学力をもった人を多く見たことで、自

分のレベルを思い知らされました。しかし日を重ねるうちに、自分の言いたい事を少しづ

つ表現できるようになり、楽しく会話することができました。授業以外でも外国の方と話

す機会を自分から増やしていくことで、さらに向上できたように思います。２つ目は、コ

ミュニケーション能力です。学校が始まる前日に私は友達とブライトンに訪れました。そ

こで日本が大好きなイギリス人のおじいさんに出会いました。私たちはブライトンのビー

チを歩きながら２時間ほど英語で会話しました。その方は自分の人生経験やブライトンの

観光地・日本に行った経験など多くのことを話してくれ、飲み物までご馳走してくれまし

た。英語で会話することの楽しさをこの時一番感じました。そこから外国の人と会話をす

ることに自信をもち、道を聞いたり、電車で隣になった人に話しかけたり、一緒にバスケ

をしようと話しかけたりと多くの外国人と会話することができました。コミュニケーショ

ンの楽しさを改めて感じ、自分のコミュニケーション能力向上ができました。３つ目は、

自分の世界以外の世界を知り、幅広い分野に興味を持つようになりました。今回のサセッ

クス大学研修では兵庫県立大学の全ての学部のいろんな学年のメンバーがいました。同じ

クラスには東京の大学から来た学生もいました。みんなそれぞれ違う境遇をもち、英語以

外にさまざまな興味をもつ人がいました。英語を学びたいという１つの気持ちが同じとい

うことから今でも連絡を取り合うくらい繋がれたのかなと思います。学生寮での生活だっ

たこともあり、みんなと過ごす生活がとても外国の地での生活には心強く、貴重な体験を

することができました。日本とは違うイギリスという違う地での出会いだったからこそ、

深く付き合うことができたのだと思います。みんなといつも一緒にいたからこそ、自分を

知り、新しい自分を知り、これからの自分を考えることができました。 
 この 3 週間という短い期間ではあるものの、イギリスという外国の地で語学力を身に着

け、日本とは違う自由な文化を体験し、最高のメンバーで生活できたことで自分の視野を

広げることができ、自分の英語スキルを上げることができたと思います。また、さらなる

自分の英語スキルの向上、積極性、異文化の学習、さまざまな知識を身に着けたいと強く

思いまいした。3 週間、非常に有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうござい

ました。 



看護 1 

私はこの語学研修を通して、英語はもちろん、人として大切なことをたくさん学ぶこと

ができました。授業では、ある問題に対して自分の考えを述べ合うディベート形式が多か

ったです。そこで私は自分の考えを英語に出来ないだけではなく、そもそも自分の考えを

しっかりと持てていないことに気づきました。始めの頃は、クラスメイトがどんどん意見

を発表している中で私はただ聞いていることが多かったように思います。でも、途中から

少しずつですが自分自身で考えて意見を発言できるようになりました。先生方はとても優

しく、私の話を忍耐強く聞いて下さりました。英語で自分の話を理解してもらえたときは

素敵な充実感を得られました。ディベートだけではなく、先生やクラスメイトと英語で最

近あったことなど他愛のない話をするのも楽しかったです。また、私のクラスでは１人５

分程度のプレゼンテーションを行いました。スライドショーの文字も原稿ももちろんすべ

て英語で、準備にはとても苦労しました。また、先生からは発表する際に原稿を読むので

なく言いたい事の概要だけ考えておき、スライドを見ながらその場で聴衆に語りかけるよ

うに発表しなさいとアドバイスを受けました。日本では、しっかりとした原稿を作りその

通りに発表するのが当たり前だったので少し戸惑いました。しかし、実際クラスメイトの

発表を見ると、原稿ばかり見るのではなく聞いている人とアイコンタクトを取りながらの

ほうがずっと伝わりやすいことが分かりました。私自身は、原稿ばかり見てしまい少し残

念な気持ちが残っているので、これからの課題にしたいと思います。 
学校の授業以外のフリータイムでは、日本では経験できないような、とても素敵で充実

した時間を過ごすことができました。土日は毎回のようにロンドンに出向き、ヴィクトリ

ア宮殿やビッグベン、大英博物館などの観光地めぐりやショッピングを楽しみました。学

校が午前で終わる日は、午後から近くのブライトンやルイスに出かけることもありました。

そのような観光ももちろん楽しかったですが、寮のリビングで県大の仲間たちと夜遅くま

でいろいろな話をする時間が、私にとってはとても楽しく、思い出に残っています。県大

の仲間とは驚くほど早く打ち解けることができ、みんなで楽しくいろいろな話をすること

が出来ました。人生経験豊富な先輩方から貴重なお話を聞くこともできてとっても楽しか

ったです。私が一番印象に残っているのは、夜にみんなで寮の裏にある草原に寝ころがっ

て流星群を見たことです。みんなで凍えながら夜空を見て、今までに見たこと無いくらい

たくさんの綺麗な流れ星を見たことは、一生忘れないと思います。 
私はこの研修を通して英語の力、大切な友達、そしてたくさんの素敵な思い出を得るこ

とが出来ました。そして、英語をしゃべることに関しての自分の未熟さや、日常生活を送

る中で、たくさんミスをしてしまう自分の注意不足な性格など、自分の課題も見つけるこ

とが出来ました。これからの大学生活のなかで、イギリスで学んだことを活かしながら成

長していきたいと思います。 
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 今回の海外研修は将来的に英語が必要なので申し込みました。日本は読むの

みで一切喋ることがないので喋れるようになりたかったからです。実際は、そ

んなに喋ることが嫌いではなかったのですが、言葉が出て来ず、通じるように

なるのに時間がかかりました。また、サセックス大学の寮に入ってから最初の

３日間ぐらいは時差ぼけがひどくてほぼほぼ寝て終わりました。こんなので３

週間生活できるのだろうかと思いましたが、イギリスでの生活に慣れて、３週

間がたってみると案外大したことは無いものだと思いました。やはり日本でも

あのイギリスでやっていたように積極的に参加したいです。また授業内での喋

りは日本では厳禁とされていますが、使えるところで英語をつかっていくこと

が上達への近道と考え、日常生活においてできるだけ頻繁に英語をつかいたい

と思います。そして将来的に最低限の英語で国際的な所であっても困らないよ

うになりたいと思います。 
 イギリスでの授業は、正確さよりとにかく流暢さに重きを置いていたのでこ

まることはありませんでした。ですが、辞書が使用禁止だったので単語を調べ

たりすることができなかったので、言いたいことがなかなか言えず、ほとんど

あれやこれやと代名詞で誤魔化してました。自分の言いたいことをできるだけ

うまく言えるように定型文を覚えて使うようにしていました。そうして毎日毎

日英語に慣れていくことで、少しずつ言葉が通じるようになっていきました。

また、英語を英語で説明したり、推測したりと、日本語に訳す手間を省くこと

ですぐに言葉が出てくるような練習もしました。最終週にはかなり速い会話も

おちついて処理できるようになりました。僕自身は大抵人と会話をするときに

元々速くなりすぎる癖があるのですが。英語ではこれでちょうどよくなるので

気にする必要が無く、会話が楽しかったです。今度イギリスに行くときは一人

で色々な人に聞きながら観光したいと思います。 
 



看護 1 

私は英語が好きなため、この研修に参加することを決めました。しかし、英語が得意では

なかったことと、寮での初めての一人暮らしに不安を抱いていました。研修までに勉強し

ていこうと思っていましたが、期末考査や講義で十分に知識を増やすことができないまま

研修当日を迎えました。出発の日、空港で研修メンバーと会った時はメンバー同士に距離

感が有り、よそよそしさを感じました。 
出国し、飛行機の中で外国の方と隣りになりましたが、言葉を聞き取ることができずイギ

リスにつく前から不安がさらに募りました。到着した日のイギリスの天気は晴天で、涼し

く、日本に比べて過ごしやすい夏だなと思いました。しかし、３週間の間で天気が安定す

る日は少なく、いきなり豪雨になったり、真冬並みの寒さになったり、初日の晴天が嘘の

ようでした。大学の敷地内にはリスやウサギ、カモメがたくさんおり、私たちが宿泊した

Northfieldの裏には丘があり、そこには広大な芝生とともに牛がたくさんおり自然に囲ま
れたキャンパスだなと思いました。中でも印象的だったのは、ナメクジの大きさです。 
手の人差し指ほどの長さのナメクジが道端に数匹おり、ハリーポッターにでてくるナメク

ジが大きい理由がわかりました。 
私は自分の英語が通じるか不安で自信がなく、スーパーでの店員さんとのやり取り、授業

での発言を積極的にすることが初めはできませんでした。しかし、自分のレベルに合った

クラスでプレゼンテーションやディスカッションを重ねていくうちに間違っても、伝わら

なくてもいいから、思いを伝えようという姿勢が大事ということに気づき徐々に自分から

外国の方に話しかけたりするようになりました。最後の一週間では、大学の敷地内にある

パブでイギリス在住の男性２人とともに３人でビリヤードをするようになったりと、自分

でも積極的になったなと思いました。また、３週間の寮生活を通して友達の大切さを感じ

ることができました。性別も学部も年齢もばらばらで、空港であったときはよそよそしさ

を感じていましたが、シェアハウスで一緒にご飯を作ったり、団欒するうちにすぐに打ち

解けることができました。休日は友達とロンドンやブライトンに行ったり、買い出しにい

ってパーティーを開いたり、ビリヤードをしたりしました。なかでも、丘の上の芝生に寝

転んでみたペルセウス流星群はとても感動しました。満点の星空に流れる流れ星は本当に

綺麗で一生の思い出となりました。今後は、将来海外に行く機会に備え、ボキャブラリー

を増やせるようもっと勉強していきたいなと思いました。この研修を通して、英語を学ぶ

だけでなく、英語に対する意欲、姿勢、イギリスの文化について学ぶことができました。

不安があったけど参加してみて本当に良かったと思っています。県大生だけでなく、他府

県の学生、多国籍の学生と知り合うこともできました。今回生まれた絆を今後も大切にし

ていきたいと思います。日本にいては得ることのできないかけがえのない３週間を過ごす

ことができました。本当に参加して良かったです。 
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 今回の語学研修はとても有意義に過ごせたと思う。最初にヒースロー空港についた時に

は入国審査で観光という目的なのにサセックス大学の受け入れがあったことで審査がスム

ーズにいかなかったので不安になった。しかし、何とか通り抜けられてよかった。その後、

サセックス大学に行き、寮の説明を受け自由時間となり、初めての電車に乗ってブライト

ンへと出かけた。初めての海外の町に繰り出したので緊張したが日本とは異なる町の雰囲

気に感動した。月曜からはテストがあり、授業が始まった。日本人ばかりのクラスになっ

てしまったが、日本人同士でもきちんとした英語が話せないのでちょうどよかったのかも

しれない。外国人のクラスメートはいなくても寮の掃除の手伝いをしに来たおばちゃんに

話しかけたり、先生にもなるべく話しかけたりするようにはした。聞き取りも苦手なので

授業じゃ今までにないくらい集中して聞いて先生の話を理解できるように頑張った。そん

な短い期間に集中して聞いたところでなかなか聞き取れるものでもないが、その集中力の

おかげで帰国後、毎日聞いているラジオ講座を聴くと話の内容が研修前よりも聞き取れる

ようになっていた。それだけでも収穫であったと思う。また、授業中は文法が間違ってい

ようがなるべく発言するようにしていた。それでも初対面の人に話しかけるのはまだまだ

度胸が足りないと感じた。 
 そして、研修中の生活は楽しいものだった。基本自炊の生活だったが、休日にはパブや

カフェに行ってイギリスの食文化に触れてみた。肉の焼き方をミディアムにしたはずがウ

ェルダンで出てくるあたり、イギリスの食に対する関心がないのが確かにうかがえた。ア

フタヌーンティーやクリームティーといったお茶はとても美味しいと感じた。友人によれ

ば日本人にとってはずれもあるらしいが、スコーンやサンドイッチといったものには口に

合わないというものはなかった。また、自分が研修中に誕生日ということもあり、授業が

終わった後に先生を巻き込んでサプライズしてくれたり、パブでパーティーしてくれたり

と、とても嬉しい誕生日を過ごせた。今回の研修のメンバーはやさしく、いい子たちばか

りでよかったと思う。時には一人でロンドンの町を歩いたりもした。初めてロンドンに出

向いた時には不安でどうしようもなく、ひとりでカフェに入ることなんてとんでもなかっ

たが、だんだん慣れてくると一人でもカフェに入っていけるようになった。確かに外国は

日本と違うところは多いし、治安も悪かったりするのだろうがちょっと過剰に反応しすぎ

ていたというのもあるのだろう。今回のイギリスでは田舎の方ということもあり、人もや

さしく、怖いこともなく本当によかった。さらには、日本人が働きすぎというのも実感で

きた。日本のようにコンビニがいたるところになく、日曜日にいたっては飲食店を除き、

17 時に閉店する店も多かった。日本人にとっては 24 時間営業が当たり前になり、ないと不

便だと感じてしまう状況も考え物だと思った。 
 研修では外国人の友達をつくるには至らなかったがこの研修で日本にいるだけでは感じ

られない外国の文化に触れられたことが大きな一歩だと思った。やはり海外に出てみるだ

けで大きな経験だった。今度海外行くときは会話ができるようになればさらなる海外文化

の発見が得られると思った。そのためにもこれからも更に英語の勉強に精進しようと思う。 
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経済 1 

○ 気候  
私が想像していたよりもかなり涼しく、半そでだけで過ごした日はほとんど無かった。1 枚

ヒートテックを持っていったのが正解だった。 
 
○ 授業  
授業での先生の言うことが聞き取れず、理解できないこともあったが、先生が言い直して

くれたり自分で質問したり友達が英語で教えてくれたりした。 
私の場合はクラスメートの英語のレベルが私よりも高かったのでその人たちがわかりやす

い英語で言い換えてくれたりして、たくさんお世話になった。私のクラスのほとんどは日

本人だったが、イタリア人とサウジアラビア人もいた。日本人との違いを強く感じたとこ

ろは、外国人生徒のほうが活発に質問や発言をしていたことである。時には、先生の会話

の途中で「Excuse me.」と言って質問していてすごいなと思った。 
 
○ 生活 
お米はあるが日本のものとは種類が違った。タイ米のような細長くてぱさぱさした感じの

ものであった。手に入りやすくてすぐに食べられるパンやパスタ中心の生活になった。学

校のコープには生鮮食品も売られており、冷蔵庫やオーブンなどの家電が完備された寮の

共同キッチンを利用して自炊も可能であった。 
寮から教室までは徒歩 10～15 分くらいかかり、少し離れているが必然的に毎日歩くのでい

い運動になった。特に不便さを感じたことは無く、とても整った環境が用意されていると

感じた。 
 
○ 観光 
観光地が山ほどあり、休日にはバスや地下鉄に乗り様々な場所に行った。 
電車が急にキャンセルになったり、遅れたり、外国は日本ほど時間にきっちりしていない

とよく聞くが確かにそうだと感じた。 
当たり前のことかもしれないがイギリスなまりがあった。クラスの先生は聞き取りやすく

喋ってくれるが、街の人たちに質問したりした時にイギリスなまりを感じる。私はイギリ

スなまりが好きなので初めて実際に聞いた時は嬉しかったが、なまりがきつすぎると理解

できず、英語にすら聞こえなかった。 
ヨーロッパでは日本人はかなり若く見えるらしく、街中でのスリなどにはかなり警戒して

観光した。私は何の被害も受けなかったので幸運だった。差し出されたラベンダーを受け

取ってしまったのは失敗だった。 
しかし今回出会った外国人の方はほとんど優しくて、道を聞いても丁寧に教えてくれ、私

がうまく話せなくても何とか理解しようとしてくれた人がたくさんいた。私は初めての海

外経験だったので、そういうところは安心した。 



経済 1 

 
○ まとめ 
私はこの研修に参加して様々な体験をしたが、特に強く思ったことは、何かに自ら参加す

ることの大切さと、何かをしたい時は周りの目を気にせずにとりあえず挑戦してみること

が大切だと思った。 
英語を話す国で英語を学ぶと、英語への考え方が少し変わったと思う。今までは将来のた

めとか、トイックでいい点数を取りたいとかばかりを目標にしていたが、テストでいい点

数をとっても話せないと意味がなく、意思疎通の道具に過ぎないと実感した。これからの

英語の学習方法に少しでも影響すると思う。 
また、普段全く交流のない大学の西地区や大学院生の方とも交流できて本当によかった。

出会えてよかったと思える人たちばかりで、みんなのおかげで 3 週間をよりいっそう楽し

く過ごせたと思う。 
たくさん思うことがあるがこの研修に参加して、これからの学習への意識も高まり、いい

思い出もできて、本当によかった。次に英語圏の国に行く時はもっとうまく英語を話せる

ようになって、もっと様々な人に躊躇することなく話しかけることができたらいいなと思

う。 


