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健康科学部第 2回オックスフォード大学英語研修会報告書 

はじめに 

 私たちは、3 月１７日から 3 月２７日の約 2 週間、教員 1 名、健康科学部保健看護学科 5 名、リハビ

リテーション学科 4 名でイギリス、オックスフォード大学で英語研修に参加しました。この研修では、

語学や文化を学ぶだけでなく、現地の病院を見学したり、授業でもイギリスの医療制度や健康問題、医療

英語なども学ぶことのできる健康科学部に沿ったプログラムになっており、非常に学びがいがありまし

た。特に、病院見学では、病院の看護師や理学療法士、作業療法士から直接お話を聞くことができ、貴重

な体験をすることができました。難しい医療英語もありましたが、オックスフォード大学大学院に通っ

ている日本人の方に通訳をしてもらい理解することができました。反省点として、事前に見学する病院

を調べておくことが必要だと思いました。授業では、先生も優しく丁寧で、質問もしやすく楽しい授業で

した。プレゼンテーションの準備は授業外でやることが必要となるので計画的に進めていくことが必要

だと思います。 

 日常生活では、ほとんどの時間を RA と過ごし、たくさんの楽しい思い出を作ることができました。

RA が毎日、授業後の自由時間の計画を立ててくれており、オックスフォード内のおすすめスポットやお

すすめのお店に行ったり、カラオケやダンスパーティーがあったりと毎日が楽しい時間でした。オック

スフォードはお店や観光スポットが多く、比較的安全なため、休日や自由時間に複数人で自由にオック

スフォード内を歩き回りました。何時間歩き回っても全然飽きませんでした。日本食が恋しくなっても、

オックスフォード内に日本食屋さんが数軒あるので、お米やみそ汁を食べることが可能です。日本でい

うコンビニのようなお店もあり、飲食物や日用品はほとんどのものが揃っています。持ち物は第 1 回オ

ックスフォード大学英語研修会報告書や、参加した方々のお話を参考にさせていただきました。今回の

英語研修を通して、風邪を引いて寝込んだ人もいたので、体温計や風邪薬は持っていく必要があると思

いました。また、お土産として日本のお菓子などを持っていくと、とても盛り上がります。 

 これから研修会に参加される方々へ、外国へ短期留学することに対して不安や心配なこともたくさん

あると思います。特に、世界情勢的にも治安やテロは心配だと思います。実際に私たちが現地にいる時に

も、テロがありました。事前にテロに関する知識と対策を身に着けてから、出国することが望ましいと思

います。また、事前学習会もあると思いますが、準備をしっかりしてから研修に臨むことが大切だと思い

ます。とても楽しく勉強になるプログラムなので、この研修で有意義な時間を過ごせると思います。 

 以下に今回の英語研修で学んだことや感じたこと、反省点を学習、生活、観光の 3 つの分野に分けて

述べていきます。これは、私たちのオックスフォード大学英語研修会のまとめであり、次に英語研修会に

参加される方々や参加を考えている方に少しでも参考になればと思います。 
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～Oxford 研修に向けた準備～ 

                 種市彩織・野田ひより 

 

 この研修に必要な持ち物や金銭についてここで述べる。研修に参加するにあたり、何が必要で、何があ

ると便利なのか、またお金はどのくらい準備すべきかなど、分かると準備が楽になると思う。そこで参加

してみた経験をもとにまとめた。実際に準備の時にチェック項目として使ってもらえたら嬉しい。 

 

＜持ち物について＞ 

1) 基本的な持ち物 

◎生活編 

□普段着(3～4日程度) □部屋着 □正装(スーツ orドレス) □下着(1週間分程度) 

□スニーカー □スリッパ □正装時の靴 □カバン 2つ □洗面用具  

□シャンプー・リンス □洗濯用洗剤 □ドライヤー □変圧器 □変換プラグ  

□充電器 □お土産 □薬 □折り畳み傘 □現金 □キャッシュカード  

□保険証(コピーしたもの)  

 

・洗濯ができるので 3～4 日分の洋服で足りる。現地で買うこともできる。下着類は多めに持って行

ったほうが良い。 

・道路が石畳なのでスニーカー等の歩きやすい靴があるといい。部屋も土足なのでスリッパ等がある

と行動しやすい。 

・リュックサックの等のファイル等が入る大きさのバックと、買い物に行くときの小さなバックがあ

るといい 

・お世話になる先生方や RAs にお土産があるといい。日本らしいものやお菓子が好まれる。 

・気候の違いや疲労から体調を崩す場合があるので風邪薬などの薬剤は日本から持っていく 

・雨がよく降るので折り畳み傘を常備しておく。 

 

◎授業編 

□パソコン □筆記用具 □ノート □メモ帳  

 

・メモ帳は病院見学時にあるといい。 

・パワーポイントでの発表があるのでパソコンを必ず持っていく 

 

2) あると便利なもの 

□救急セット □マスク □延長コード □カイロ □電子辞書 □電池 □消臭剤 

 

・コンセントは 2個ついているが、延長コードがあると便利である。 

・飛行機内では乾燥しやすいのでマスクがあるとよい。 
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・朝夜は特に寒いことがあるのでカイロなど防寒グッズがあるといい。 

・授業中でもスマホを使って単語などを調べられるが、電子辞書があると便利である。 

・現地で買った電池も使えるが、不安な場合は持っていくといい。電子辞書をかなり使うので電池の

減りが早い。 

・消臭剤はセーターなど洗えない衣服などに使用できる。 

 

3) その他 

□バスタオル  

・バスタオルは二日に一回ほど変えてもらえるので、気にならなければ必要ない。 

 

＜お金について＞ 

1) 現金 

平均して 2～4 万円程度換金した。オックスフォード市内であれば現金だけでも生活できる。事前に

コインの種類を覚えておくとよい。コインは使えないとたまり、また重いので使えるようになるとよ

い。クレジットカードを主に使用する場合は少なくてもよい。 

 

2) クレジットカード orプリペイドカード 

カードがあると便利である。電車等を使う際に必要である。チップがないと電車のチケットが買うこ

とが出来ない。(差し込み式のほう) 

プリペイドカードは町のトラベックスですぐに作れるので、クレジットカードを持っていない場合や、

使い過ぎが心配な場合はこちらでもよい 

 

↑プリペイドカード 

3) その他 

日本円も持っておくこと。出国前や帰国後に空港で使用したり、現地でお金が足りなくなった時に換

金したりする。 
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＜機内への持ち込み＞ 

(必ず持ち込むもの) 

□財布 □パスポート □保険証券 □Oxford からもたった資料 □パソコン等 □携帯電話 □充電

器 □Wi-Fi □薬(機内で使用する分) □時計 □壊れやすいもの  

 

(あると便利なもの) 

□マスク □枕 □スリッパ 

 

(女性のみ) 

□生理用品 □化粧品類(機内で使用する分) □化粧落とし  

 

＜液体物＞ 

・一人当たり一つのみ 

 

・100ｍｌ以下の容器に入れる。（100ｍｌを超える容器の使用は不可） 

・縦横の辺の合計が 40cm 以内の透明な再封可能なジップロックに余裕をもって入れる。 

※化粧品類は液体が多いので必ず入れること 

 

＜危険物＞ 

・持ち込み禁止であるものには、以下のものが含まれる。 

ナイフ類、はさみ、スタンガン、先の尖ったもの、(爪切り) 

 

 

We can buy everything in Oxford. 

So when you go to Oxford, it’s better for you to reduce the baggage. 

Also don’t forget to make the space where gifts are put in! 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiwfaA2t_VAhWCerwKHaq2AagQjRwIBw&url=http://www.flypeach.com/pc/jp/lm/ai/airports/baggage/carry_on_bag&psig=AFQjCNHvz2aGJ6_3jmGPhw2176QPPASAAA&ust=1503108587810660
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Lunch 

Dinner 

Buffet meal 

Black Pudding 

 
 

≪MEALS≫ 

研修中の平日は朝昼晩と学食で食事がで

きる。ビュッフェ形式だが、食堂のスタッフ

に食べたいものや量を言えば調節してもら

う こ と が で き る 。 朝 食 は 毎 日 English 

breakfast(bread, bacon, beans, tomato, 

coffee or tea etc.)。クロワッサンなどパンが

とても美味しかった。全体的にボリューム

があるため朝からしっかり食べることがで

きる。昼食・夕食はイギリスで有名な Fish 

and chips、カレー、ハンバーガーや魚料理

など、日替わりで様々なメニューが出てく

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日の朝食は RA さんにおすすめのお店

を聞いて English breakfast を楽しんだり、

前日にスーパーで買っておいたパンやフル

ーツを食べたりした。昼食は、日本にもある

チェーン店の食べ比べをしたり、現地なら

ではのお店に行ったりした。 

水は日本とは違って硬水だが、みんな普

通に飲んでいた。また、学食で出るお米はタ 

  小山 栞 

イ米で、味も食感も日本のお米とは全く異

なるため、カレーやスープをかけて食べる

のがお勧め。デザートも一見おいしそうに

見えるが、中には味が濃すぎたり不思議な

味がしたりするものもあった。イギリスの

伝統料理の一つである、ブラック・プディン

グは美味しくない。オレオ等のクッキーみ

たいに見えるが、本当に美味しくない。ぜひ

一度調べてみて欲しい。 

 

 

 

 

≪Tea break time≫ 

毎日、1 コマ目の授業が終わった後の 30

分間の休憩タイムとして、Tea break time 

がある。クッキーとコーヒーや紅茶を楽し

みながら休憩が出来るが、食べ過ぎると授

業が眠くなったり、ランチが食べられなく

なったりするので要注意。 

 

≪AFTERNOON TEA≫ 

研修 2 日目には、Welcome tea というパ

ーティーが開かれ、イギリスの文化の 1 つ

である Afternoon tea を体験した。スコー

ン、ケーキ、サンドウィッチ、コーヒー、紅

茶をいただきながらお世話になる RA や先

生方と話をし、交流を深めることができる。 

スコーンは丸い形をしており、半分に切

ってクロテッドクリーム(イギリスの乳製

品で、普通のバターよりもコクのあるクリ

ーム)やジャムを塗って食べる。Welcome 

tea にはフォーマルスタイルで参加する。 
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≪GALA DINNER≫ 

最終日には、研修の修了を祝って、お世話

になった RA、先生方、通訳の学生、看護師

さんと共に豪華なコース料理を頂いた。そ

の前には他の学校の留学生と一緒に、教会

でシャンパンを飲む事ができる(未成年は

ジュース)。 

GALA DINNER や Welcome tea などの

ようなパーティーは、男子はスーツ、女子は

ワンピースやドレスなどのフォーマルなス

タイルで参加することがマナーである。私

たちは 2 日目の afternoon tea と同じ格好

で参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗濯機や乾燥機を使う際はカードを購入

する必要がある。洗濯機１回約£２、乾燥機

1 回約£１なので、£10 分のカードを買うと

いいと思う。また、友達２～３人ずつでシェ

アし、週に１～２回程度まとめて行うと節

約できるのでお勧め。シェアする際は洗濯

ネットを持ってくると自分の洗濯物が分か

りやすくなる。 

寮のクローゼットのハンガーの有無は部

屋によると思うため、ない場合は乾燥機を

使うと良い。 

タオル類は寮から貸してもらえた。洗剤

は RA さんが準備してくれる場合もあるが

場合によっては各自購入の必要がある。 

洗濯機を使うタイミングとしては夕方だ

と少し混むため、早朝に洗濯に行くと空い

ていて良い。 

 
 

 

 

↑Laundry Card 
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平間 早 

WEATHER 

 私たちは天候に恵まれたため、雨の日はほとんどなくぽかぽか陽気の日が続いた。私たちの場合は、下

に添付した写真のような晴天の日が多かったので、上着を着なくても十分過ごせたが、「イギリスの気候

の特徴は 1 日の天気が変わりやすいことである。1 日のうちにも、日が照りつけたと思ったら、土砂降り

になって冷え込んだりと、めまぐるしい気温の変化がある。1 日中雨が降り続けるようなことはめったに

ないが、1 日のうちの数時間雨が降るようなことが多い。」¹⁾そのため、3 月でも厚手のコートといった防

寒着や折りたたみ傘、カッパなどの雨具があると良い。また、室内は暖房がきいていて暖かいのでトレー

ナーやセーター1 枚で過ごせた。しかし、室内は乾燥しやすいのでこまめな換気をするなどして環境に順

応していかなくてはならない。またオックスフォード内でトレーナーや裏起毛のパーカーなども買える

のでお土産のマストアイテムとしてお勧めしたい。 

 

Figure１ bridge of sighs 

 

Figure３ ロンドンと東京の気温        Figure４ ロンドンと東京の降水量 

 

＜参考文献・引用文献＞ 

１）http://www.arukikata.co.jp/weather/GB/ 2016，7，8 地球の歩き方 

Figure２ The streets of Ｏxford 

http://www.arukikata.co.jp/weather/GB/
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イギリスでは日本とは環境が違うため体調を崩してしまう場合もある。私も疲れからか体調を崩して

しまった。実際、私は熱を出して 2 日間寝込んでしまいせっかくの研修も台無しに。ハートフォードカ

レッジにはカレッジナースといった学校医もいて、万が一の場合も安心して過ごせる環境になっている。

私もカレッジナースのところに行き、診察してもらった。この時にトローチのようなものはもらえたの

だが薬はもらえないので日本から自分に合った薬を持って行く事が重要である。また、会話ももちろん

英語なので医療英語は学習して損はないだろう。この経験から、病気になったときに必要だと思ったも

のを紹介したい。 

 ・体温計 

 ・常備薬（バファリン、パブロンなど） 

 ・スポーツドリンクの粉、OS1 

 ・熱さまシート 

 ・マスク 

私たちの場合、食料品は近くのスーパーで調達したのだが、日本でいうポカリスエットやアクエリアス

などの様なスポーツドリンクがあまりなかったので、OS1 やスポーツドリンクの粉を持ってくと良いと

感じた。寮には冷蔵庫やポットがあり自由に使えるようになっている。イギリスの食事は脂っこいもの

が多いため病気の状態では重く感じた。そのため、お粥や味噌汁といったインスタントの日本食がある

とさらに良いだろう。 

 

 

I participated in this program and gained a lot of experience. 

I want to use these experiences to grow. 

I want to continue studying English. 

Health care is one of the most important experience in this program. 

I would like you to have a fulfilling time without  

being influenced by changes in the weather. 

Thankful that I was supported by many people, 

 I was able to participate in the Oxford program 
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About Residential Advisers                     内田 絢 

＜Firstly＞ 

海外に行く際に重要な課題となりうるのが言語の問題である。Oxford 大学研修ではイギリスに２週間

滞在するのだが、通訳は同行しないため基本的には自分たちで聞いた英語を理解して行動する必要があ

る。研修期間は Oxford 大学の学生が実際に使用している寮に滞在し、授業以外の時間では大学の外に出

てショッピングをすることもできる。そのため、授業時間以外にも大学やイギリスの文化に触れて学び

を得る機会が多いが、自分の英語力に相当な自信がない限り、海外での生活は不安なことばかりだろう。 

しかし、研修では私たち留学生のグループに男女２人の Oxford 大学の学生が付くというサポート体制

があった。それが RAs(Residential advisers)である。この RAs のサポートのおかげで、座学での語学研

修だけではなく様々な体験をすることができ、とても中身の濃い２週間となった。 

 

＜Relationships with RAs＞ 

Encounter with RAs 

 ヒースロー空港から大学まではバスで１時間弱かかる。RAs は私たちを空港で出迎えてくれ、バスで

一緒に大学に向かう際には、大学で用意されたオリエンテーションのパンフレットに沿って簡単な説明

をしてくれた。大学に到着後も学生寮の案内や設備の使用方法などの説明を行ってくれた。 

 

Supporting us to communicate in English  

 RAs は基本的には英語を話し、日本語は通じないと思っていたほうがよい。しかし、RAs は留学生と

積極的に会話するために私たちの拙い英語をじっくりと聞いて理解しようとしてくれたり、私たちの理

解度を考えて短い文章で分かりやすいように工夫して話してくれたこともあった。そのため、私たちは

ネイティブスピーカーの発音を実際に聞いて理解し、自分の言いたいことを英語で伝えるという英会話

の訓練ができた。RAs と英語によるコミュニケーションはぜひ積極的に行うと良いだろう。 

 

At school cafeteria 

    RAs とは朝食、ティーブレイク、昼食、夕食を共にする。 

   その時間にも英語でコミュニケーションをしたり、ほかの 

    RA やその友人たちとのコミュニケーションを取る機会にも 

なっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreational activities by RAs 

 イギリスでの研修期間では、授業以外の時間に RAs とと

もに様々な体験をする機会がたくさんあった。RAs は授業

以外の時間に他のキャンパスの案内や大学周辺の街への案

内、ほかの留学生グループと他の RAs と合同でのカラオケ

大会や伝統的なダンスなど、細かく企画をしてくれた。そ

のため、私たちは毎日新しい体験をすることができた。   
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Weekend trip 

 研修期間の１週目の週末には RA も同行してロンドン旅行をした。ほかの日本人留学生グループと RAs

と集団で行ったので、修学旅行に似たような感覚だった。RAs が行く先々で見学施設のスタッフとの連

絡を取ってくれたため、私たちは安全にロンドン旅行をすることができた。 

 

Participation in the presentation 

 語学研修のまとめとして、研修の最後には英語によるプレゼンテーションを行う。プレゼンテーショ

ンには RA も参加してくれて、それぞれの発表に対して質問したり感想をフィードバックしてくれた。 

 

＜In order to be satisfying program＞ 

 研修期間で私たちと最も身近な存在となるのはおそらく RAs である。RAs は、このプログラムが英語

の語学研修であることを理解してくれた上で、私たちが英語やイギリスの文化に触れて深く学びを得ら

れるように関わってくれる。しかし同世代であるため、堅苦しい関わりではなく友人のように気軽なコ

ミュニケーションができ、RAs も日本人の私たちに興味を持って接してくれた。そして、趣味や流行の

ものなどの話や大学周辺のカフェに一緒に行くなど、何気ない関わりがお互いの文化交流にもなったと

感じる。研修では、授業だけではなく RAs とのコミュニケーションを通して、語学のほかにもイギリス

の文化や日本以外の国の同世代が関心をもっていることなど、広く興味を持つことで学びが深まり充実

した体験となるだろう。 

 

 

 

<Lastly> 

 Thanks to RAs we could have a wonderful time.  

Japanese is hardly understood in Oxford. So we       

had a lot of anxiety at first. But our anxiety was  

diminished right away as we communicated with  

RAs. We had various experiences  through this 

opportunity .  We gained aggress iveness and 

assertiveness to overcome challenges and hardships.  

This experience will become a life asset. We all 

shouldn’t waste this experience. We want to make the 

most use of learning in Oxford and continue growing.  

Congratulations! 
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About study in Oxford 

１６HN０７２ 村上あすか 

1. ABOUT LECTURES 

We had ３ classes a day and each class has９0 minutes.   

We listened to a lecture by our teacher and we had a group learning.  

Our teacher was so kind and polite.  

When we asked our teacher a question, she responded it carefully. 

We had very pleasant classes. 

Contents 

 Exploration of Oxford  

At the first class, we travelled around Oxford with the help of a map .  

 Medical system 

National Health Service, General Practitioner, etc... 

 Medical word   

The names of each part of our body in English, etc.. 

 Public health in England 

Getting every adult active every day, 

Tackling antimicrobial resistance, etc... 
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 British culture 

British museum, National gallery, etc. . . 

Daily schedule of one day 

9:00-10:30     Class (British Society and Culture, The Welfare System in Britain) 

BREAK 

11:00-12:30      Class (Language Focus) 

LUNCH 

14:00-16:00    Class(Lecture : Current Medical Issues in the UK) 

DINNER and EVENING 

 

2. ABOUT PRESENTATION 

We made a presentation in the last class in front of teachers and RA. 

We were divided into 3 groups according to topics. 

One group talked about Japanese buildings, another talked about disaster and the third talked 

about school life in Japan. 

Each group prepared a presentation outside regular school hours.  

 So I recommend you to prepare a presentation, making use of your free time in a planned way. 

Every group gave their presentations by PowerPoint for 7 minutes in English. 

I found it really important to believe in yourself!! 
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伊藤 明日香 

1．はじめに 

私たちは、イギリスの医療を学ぶためにオックスフォード大学附属ジョン・ラドクリフ病院（The 

John Radcliffe Hospital）を見学した。また学内講義に看護師 Gamma Sedayon さんを招き、イギリスの

看護教育や看護師不足対策について学んだため、報告する。 

 

2．The John Radcliffe Hospital 

1) The John Radcliffe Hospitalとは 

オックスフォードには 4 つの附属病院があり、ジョン・ラドクリフ病院もその一つである。オックス

フォード市内中心部から約 3 マイル(約 4.8 ㎞)の Headington に位置し、約 400 床と提携病院のなかで

も最大の病院である。オックスフォード周辺の主要な事故や救急を担い、集中治療、腹腔鏡手術など急

性期の医療サービスと外科サービスを提供している。 

周辺に医学部が多く、本拠地として医学生の研修拠点病院になっている。また留学生受け入れや、イ

タリア・スペインなど外国人スタッフも多く勤務している。 

病棟：The Children's Hospital（小児病棟）, West Wing and Eye Hospital（西棟・眼科）, Heart Centre

（循環器科）, JR main hospital and Women's Centre and Maternity（主要病棟 女性・産科）、

Emergency Assessment Unit(救急救命センター)、 Geratology（高齢者病棟）, Short Stay Ward（短期

入院病棟）, Acute Ambulatory Unit（急性期外来）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🏥病院見学と看護師訪問授業について🏥 

 

John Radcliffe（1652-1714）医師、学者、政治家。 

その偉業からラドクリフカメラ、ラドクリフ保健室、ラドクリ

フ天文台などが名付けられた。オックスフォード大学を卒業し、

ウィリアム 3 世とメアリー2 世の王立医師になった。 

彼の遺産はセントバーソロミュー病院、オックスフォード大

学、ラドクリフアドの名前が付けられた施設の慈善目的に遺贈さ

れた。1714 年 9 月の彼の意向によって設立された慈善団体は今

も活動している。 
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2)学生が見学したユニットについて 

学生は 2 チームに分かれ、1. Medical wards(7A, 7B, 7C& 7D) Acute general medicine  2. Chest 

Unit(7E)  3. Short Stay ward 6C male  4. Ambulatory Assessment Unit(AAU)(5B)を見学した。オック

スフォード大学に長期留学している Ikuya Aizawa さんが同行して下さり、より学びを深めることができ

た。 

-Geratology 高齢者病棟の見学- 

イギリスでは 2020 年には 3 人に 1 人が 65 歳以上になると予測され、高齢社会における保健医療福祉

の充実を目指している。高齢者病棟は 40 床中 34 床が可動して、日勤では 6 人の看護師、5 人の看護師

助手が勤務していた。認知症の患者が多く、医師・看護師・看護師助手・リハビリテーションスタッフ

などがチーム医療を行っていた。病棟のホールには Radcliffe Camera の壁紙があり、地元のお年寄りに

とって親しみやすい構造になっていた。また壁は緑に、床は青に塗られていて、コントラストをつける

ことで、刺激を与える工夫がされていた。 

 

3)イギリスの医療制度 NHSについて 

イギリスでは NHS（National Health Service）という、政府が運営する国民

保険サービスがある。税収などの一般財源により賄われている為、利用者の経

済的な支払能力に関わらず利用可能であり、原則無料で提供されている（処方

薬、歯科・眼科健診を除く）。私立病院では基本的に待ち時間が NHS より少

ないが、診療・治療費は全額患者負担となる。 

 NHS の場合、患者は救急の場合を除き、予約をして GP（General 

Practitioner かかりつけ医）に行く必要がある。GP によっては予約をすると

き、看護師予約か医師予約の 2 種類を選択でき、軽い風邪、腹痛など軽傷のときは看護師を予約し、重

症度が高いときやワクチン・レントゲンでは医師を予約する。各 GP は比較的規模が小さく、治療でき

る範囲が限られている。また日本とは違い自分の判断で内科、外科、皮膚科などを選んで受診すること

ができない。GP に専門医を紹介された場合は、大きな NHS 病院で治療が可能である。 

 

このように、イギリスでは主に GP が総合医として診察し、次に大規模な病院で専門の治療を受ける

という手順があり、入院日数も基本的に 1 週間以内と短い。そのため病院と地域の医療連携を強化し、

患者に一貫した医療を提供することが求められている。 

実際にジョン・ラドクリフ病院では病院内外でのチーム医療を重視し、医師、リハビリスタッフ、看

護師それぞれのアセスメントについて話し合い、総合的に患者を評価していた。また地域の小規模病

院、リハビリテーション施設、訪問リハビリ、訪問看護などと連携していた。 

現在日本では高齢化に伴い、入院日数の短縮化や、患者が住み慣れた地域で介護や医療、生活支援サ

ポート及びサービスを受けられるような地域包括ケアシステムが推進されている。NHS という国家的

なシステム下ではあるが、イギリスのように大規模病院や地域の小規模病院や施設、在宅ケアのスタッ

フ同士が密な連携を取ることは、日本の在宅ケアへの転換にも活かせるのではないかと考えた。 

 

NHS のデメリットは、患者の医療の選択範囲が大きく制限されていることや、待ち時間が非常に長
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いことである。日本の医療制度では自己負担額は 1~3 割ではあるが、イギリスに比べ待ち時間が少ない

ことが長所だと考えた。 

 

3．看護師による講義について 

1)イギリスの看護師の状況について 

イギリスの高齢化率は 17.97％であり、高齢化はゆるやかに進んでいくと予測されている。実際の看

護師からは、ハードワーク、高額な学費、高度な知識技術を必要とすること、低賃金を理由に看護師の

人手不足が実感されていることがわかった。 

イギリスは 2001 年頃に深刻な看護師不足に悩まされた。そのため人手不足を補うために外国人の看

護師に対する規制を緩めたので、日本だけでなくスペイン、イタリア、フィリピン、インドなど多くの

外国人看護師が働いている。今回お話を伺った Gamma Sedayon さんもフィリピン出身の看護師だっ

た。しかし、外国人看護師は状況によって就労ビザ取得が容易でないことや、語学力・異文化でのコミ

ュニケーションの障害が原因で、短期で離職することが多い。対策として、医療安全や効果的な看護技

術などが記されている、国の定める The Code というガイドがあり、どの国籍の看護師も質の高い看護

が提供できるよう工夫されている。 

 

2)看護教育について 

イギリスで看護資格を取得するためには、The Nursing and Midwifery Council (NMC) の認可コー

スを修了する必要がある。日本のように国家試験はないが、最低 3 年の看護教育が必須とされる。 

海外で看護師資格を取得している場合、NMC に登録することでイギリスの国家資格を取得できる。

語学力審査（IELTS 7.0 以上の語学力≒TOEIC870～970 点、英検 1 級相当）、書類審査を通過し、UK

医療保険制度や臨床実習などの看護教育プログラムを受講した後、実際に勤務できる。 

イギリスでは、外国人看護師のために無料の語学レッスンが提供されることもあるが、カルチャーシ

ョックも離職の原因としては大きい。インドやフィリピン出身の看護師は、天候の変化といった環境の

差もストレスになるということだった。しかし、Gamma Sedayon さんの場合は、イギリスの人々が暖

かく親切に受け入れてくれているためカルチャーショックを乗り越えることができたと仰っていた。 
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3)看護師の人材確保について 

イギリス最大の看護労働組合 RCN、NHS で、現場のスタッフのストレスを軽減し、健康に働くため

勤務シフトの調整や休暇取得の尊重などを提唱している。例えば NHS の場合、有給は年間 35～41 日で

ある。 

このように待遇面の条件が改善されたことで、近年看護職が「不足している職種」リストから外され

るなど、国内での看護師不足は解消傾向にあるとされている。外国人看護師の受け入れが進んでいるこ

とや、待遇面改善が近年の看護師不足改善につながったのではないかと考えた。 

イギリスで外国人受け入れがスムーズに行えた理由として、世界的に英語が共通言語として普及して

いる点がある。日本政府は 5 年前、経済連携協定（EPA）の一環としてインドネシアとフィリピンから

の看護師受け入れに同意し、数百人を受け入れた。しかしその大半は、日本の看護師国家試験に必要な

日本語を習得できず、結局帰国している。第 106 回看護師国家試験では、インドネシア、フィリピン、

ベトナムから来日した看護師候補者計 447 人中 65 人 14.5％が合格している。外国人の候補者には、試

験時間の延長や試験問題の漢字に振り仮名を付けるなどの特例措置が設けられている。 

イギリスのように無料の語学講座をはじめとする外国人看護師のフォロー体制を更に強化するか、日

本国内の看護師全体の賃金・労働状況において待遇面の改善を行うことで、日本の看護師不足の改善が

図れるのではないだろうか。 

 

4．おわりに 

病院見学と看護師による講義から、様々な国籍の人間が生活する地域での医療につい

て学んだ。そして看護・リハビリテーションにおいて、現地の文化や宗教、価値観を理

解し、人種の垣根を越えたコミュニケーションを心がけることが重要だと考えた。 

今回の研修を通し、異文化コミュニケーションは物おじせず、積極的に関わる必要があると感じた。

人種や言語の壁がある外国で、医療現場でコミュニケーションや意思疎通をはかることは容易ではな

い。まず自分がどのような人間か相手に表現し、患者や医療スタッフの意思をくみとり、自主的に行動

できれば、人種を越え人間関係を構築できる。 

今後国際化が進むにつれ、自分が海外で勤務する、日本において外国人を対象に医療を提供する、外

国人スタッフと協働する機会は増えると予測される。今回の経験を活かし、他国の風習について調べる

ことや、寛容な心を持ち異文化であっても互いに尊重できるような医療従事者でありたい。 

 

Dear all the staff at John Radcliffe Hospital, Ms. Gamma Sedayon, Mr. Ikuya Aizawa  

I am grateful that you all taught us very kindly. 

I deeply appreciate the valuable time and opportunities provided by this study. I wish to challenge 

myself with various experiences in the future and enjoy them.  
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The TFU 

students in 

Oxford. 
鈴木 みゆき 

 

 この報告書では、私たちが研修で訪問し

た各施設、またその概要と歴史について報

告する 

オックスフォード大学 

 オックスとは雄牛を意味し、フォードは

浅瀬を意味する。11 世紀の末に大学の礎が

築かれていることから、世界で３番目に古

い大学と言われている。また、英語圏の大学

としては最古の大学である。カレッジ制と

いう制度が残っており、一年生のうちは寮

で生活するようになっている。数々の著名

人を排出しており、英国現首相や、Mr.ビー

ンで知られるローワン・アトキンソンもオ

ックスフォードで学んでいた。１）また、日

本の皇族の留学先としても有名である。3８

ものカレッジがあり、それぞれが伝統と格

式がある。学部生、大学院生などそれぞれの

立場によって着るべき黒のガウンが決めら

れており、公式な場では身に着けることを

要請されている。また、試験を受ける際、白

いシャツ、黒のズボンあるいはスカートに

男性はジャケット、その上からガウンを着

る、サブファスクを着るよう義務付けられ

ている。1) 

 

ハートフォードカレッジ 

 ハートとは鹿を意味している。1238 年に

創立せれたカレッジである。トマス・ホッブ

スやジョナサン・スイフトなどの著名人を

輩出している。１）今回我々が授業を受けて

いたカレッジで、隣接する学生寮と溜息橋

でつながっている。中庭を校舎が囲む様な

つくりとなっており、パイプオルガンのあ

るチャペル（小さな教会）や図書館、食堂な

どがある。食堂へは石造りの螺旋階段をの

ぼる。敷地内ではシンプケンという黒猫を

飼っており、中庭でくつろぐ姿を見ること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溜息橋 

 溜息橋は、道路の上に架かる屋根付きの

アーチ状の橋で、学生寮（旧学舎）と学舎と

の間にかかっている。1900 年代初頭に造ら

れ、正式名称はハートフォード橋といい、溜

息橋と呼ばれる由縁はイタリアのヴェネツ

ィアにある溜息橋であると言われている。

現在はハートフォードカレッジの名所とし

て観光客にも親しまれている。 

 

 

 

 

 



  

 

クライシストチャーチ 

オックスフォード大学最大のカレッジ

であり、一つの教会が大学の聖堂と司教

座聖堂を兼ねているという、世界でも例

を見ない珍しい聖堂で、もともと聖フリ

デスウィデの修道院聖堂であったが、建

物が拡張され、カーディナルズ・カレッジ

の一部に組み込まれ、その後、1546 年に

クライスト・チャーチ大聖堂として再び

独立した建造物となる。１）ハリーポッタ

ーの舞台として有名で、食堂や校庭、階段

が舞台に使われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑ハリーポッター第 1 作に出てくる階段 

ラドクリフカメラ 

  物理学図書館で、1737 年に創設された

が、1749 年に一度落成している。ボドリ

アン図書館を広げるために企画された。

現在、貯蔵図書の閲覧室となっている。建

物は円柱状の英国風パラディオ式で、丸

い天井が特徴である。大きく地上階と地

下階に分かれており、上部のドームは吹

き抜けとなっている。ラドクリフは、企画

者であるジョンラドクリフから由来し、

カメラはラテン語の丸天井の部屋という

意味からきている。１）指輪物語のサウロ

ンの寺院は、この図書館をモデルにして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑中央がラドクリフカメラ 

 

ボドリアン図書館 

 大英図書館に次ぐ貯蔵規模をもつ図書館

で、図書を参照する場所として機能してお

り、通常書物は閲覧室から除去されている。

著作権と蒐集品の保管が主な仕事である。

新しく図書館の利用を始める者は利用する

前に公式宣誓文に同意する必要があり、以

前は宣誓していたが、現在は同効果を持つ

文章へのサインという形態になっている。

ボドリアン図書館を国内の著作権を有する

書物の複製を収めなければならない法定納

本の義務が発生する図書館の１つとするこ

とを書籍出版業組合と合意したため、毎年

国内で作られた書物を複製し貯蔵し続けて

いる。一般公開されているのは中央広場や

一部の建物のみとなっている。１） 

ハリーポッターの舞台として有名で、図

書室や保健室として劇中で使われている。

建物はハートフォードカレッジの正門前に

あり、オックスフォード内のカレッジのそ

れぞれの校章が描かれている門扉が有名で

ある。また、中央広場の四方を囲む様なつく

りになっており、創設者ペンブルック伯の

像やストアがある。 
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ニューカレッジ 

 ハリーポッターの舞台になったカレッジ。

廊下や中庭が舞台に使われている。1379 年

にウィンチェスター主教ウィリアム・ウィ

ッカムによって創設された。ニューカレッ

ジの公式名称は College of St Mary という

が、これはオリエルカレッジと同じ名前で

ある。そのため New と言われるようになっ

た。１） 

初めての学部生のための大学だったこと

や、チューター制を採用したこと、中庭を使

ったデザインを採用したことなど、様々な

新しいことをカレッジに採用したカレッジ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖母マリア大学教会 

 大学の建物群の中でも、バロック様式の

エントランスと尖塔がひと際目を引く大き

な教会で、小さなレストランがあり、食事を

とることが可能である。また、糖に上ること

ができ、塔の上のデッキからは、街の中心部

や名所に大学のさまざまな建物を見渡すこ

とができる。上る途中に時計の機械室があ

り、たくさんの歯車を見ることができる。教

会はステンドグラスも有名で、とても落ち

着く静かな場所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーリックキャッスル 

 研修ごとに旅行先は決められるため、

我々はウォーリックキャッスルを選んだ。 

ウォーリックキャッスルは、イングランド

でも名高い中世の城の一つで、元はアング

ロ・サクソン人の砦（914 年建築）があった

場所に、1068 年、ウィリアム征服王によっ

て建築された。64 エーカーに広がる庭園は、

1750 年代にランスロット・ブラウンが設

計・造園したものである。１）庭園や城壁の

外では中世の包囲攻撃兵器としては最大の

平衡錘投石機や、庭園内を闊歩する孔雀、猛

禽類による飛行ショーやバラ園等を見るこ

とができ、城の中では、当時の暮らしを再現
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した等身大の人形たちをみることができる。

巨大迷路もあり、無料で遊べるためたくさ

んの観光客が参加していた。城壁の上は歩

くことができるが、途中途中に上るための

塔があり、狭く段差の大きい階段が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For you  

 There are a lot of buildings which aren’t 

being introduced in Oxford. When behaving 

in groups, you can take travel around the  

city. We went to various places. I think you 

can enjoy yourself more if you check history 

in Oxford beforehand. 

 Thank you for reading my report. 

 Your studying abroad will be something 

good!! 

 

引用文献 

１）Wikipedia 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%

A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%

9A%E3%83%BC%E3%82%B8 

 

参考文献 

１．英国政府観光庁オンラインショップ 

https://www.visitbritainshop.com/japan/w

arwick-castle-tickets/ 

２．OxfordCityGuide.com 

http://www.oxfordcityguide.com/oxford-

tourist-information/attractions-in-oxford
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Recommended place in UK 

畠山 ひかり 

LONDON 

◇ナショナルギャラリー  National Gallery 

 ナショナルギャラリーは、あの有名なゴッホのひまわりが展示されている

美術館である。13 世紀から 1900 年までの作品を 2,300 以上所蔵している。

入場料は無料である。時間の関係上、私たちは、1－2 時間程度しか見ること

ができず、すべてを見ることはできなかったが、ゴッホのひまわりの他にも

素晴らしい作品が多くあった。売店では、ポストカードや、ゴッホのひまわ

りをモチーフとしたトートバックやアクセサリーなどがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

◇大英博物館  The British Museum 

 大英博物館は、世界最大級を誇る国立博物館である。民族学に関する

ものや古代エジプト、古代ギリシア・ローマなど様々な分類に分けられ、

展示されている。また、有名なロゼッタストーンの展示も行っている。

こちらもナショナルギャラリーと同様に、入場料は無料である。ロンド

ン観光に行く前に、授業の中で、大英博物館の魅力や見どころなどの先

生が教えてくれ、ナショナルギャラリーよりは、多くの作品を見ること

ができた。また、写真撮影ができる作品や場所が多く、友人と楽しく見

ることができた。 

 

 

 

 

Vincent Willem van Gogh 

 He was born in the Netherlands in 1853. He was a painter and left many paintings. 

Sunflowers are very famous in his paintings. He painted seven sunflowers. We saw one of 

them. It was very nice and beautiful. 

 Please look at the painting if you go to the National Gallery! 

Rosette Stone 

 From the name of the ancient stone with writing in three different languages on it that 

was found near Rosetta in Egypt in 1799. It has helped archaeologists to understand and 

translate many other ancient Egyptian texts. 

(by Oxfrod Advanced Learner’s Dictionary 8th edition) 
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◇ロンドン散策 

 ロンドンへは、ほかの日本の大学からの留学生も一緒のバス

に乗り行った。一カ所で皆下車し、それぞれの RA と別々に行

動した。バスを下車した後は、移動手段は徒歩のみで会うため、

ロンドンに行く際は、ヒールやサンダルではなく、スニーカー

で行くことをお勧めする。また、撮影スポットとしては、ビッ

グ・ベン(Big Ben)の前の広場やロンドン・アイという観覧車の

前など様々な場所がある。 

 

OXFORD 

◇オックスフォード大学自然史博物館  Oxford University Museum of Natural History 

 ハートフォード大学から徒歩 5 分程度の場所にある博

物館である。ここには、動物のはく製や恐竜の骨、石、民

族学に関するものなど様々な展示がある。大英博物館より

も規模は小さく、博物館事態も広くないが、それによって、

隅々まで見ることができた。 

 館内にいる方々もとても親切で気さくに話しかけてく

れた。また、民族学に関するものが展示されている場所は

薄暗く演出されており、怖さを感じることがあったが、そのブースにいた方が、日本を好きな方だったよ

うで、「おはよう、日本人！」と話しかけられた。 

 この経験から、コミュニケーションを恐れずに英語を話すことで、より有意義な研修になると感じた。 

 

 

 

We are looking  
Forward to you coming. 
HAHAHAHAHA… 
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◇ブラックウェル書店  Blackwell‘s Bookshop 

 ブラックウェル書店は、創業 1879 年という由緒ある老舗書店

で、大学の街、オックスフォードで生まれた。書店の外装のブル

ーはとても印象的である。 

 地上１階は、日本でも馴染の普通の書店で、絵本や書籍、パリ

―ポッターやパディントンベアなどのグッズも豊富ありました。

地下１階は専門的な書籍が多岐に渡り揃えられており、本好き

なら１日でも居ることができるほどの規模でした。医療系の書

籍も子ども向けから、医学書まで揃えられていました。 

 また、地下から隣の楽器店に通じているが、お店自体は別々のものであるそうだ。 

 

◇アリスショップ  Alice’s Shop 

 アリスの専門店で、とてもかわいいグッズがお店の中を埋め尽くしている。ア

リスが好きな人もそうでない人も必見のお店である。 

 お土産にしたら、絶対に喜んでもらえるともう。ティーバックのセットやコイ

ンチョコなどもアリスの絵柄でとても可愛らしい。とにかく、可愛いお店です。 

 

 

 

 

 

 

Enjoy your sightseeing in UK！ 

 

We were able to do good training and 

sightseeing. And we saw and learned 

many things about British culture and 

the present situation. If you think twice 

about going to the UK, we will push you 

strongly. 

 We hope your Oxford program will be 

successful and enjoyable. 
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RA からのメッセージ 

 Fiona Kendall 

 

Hi, I’m Fiona and study at Hertford college in Oxford. I worked as an RA (residential advisor) for two weeks 

with a lovely group of girls from Tohoku Fukushi University! I love Oxford so I really enjoyed being able to 

show them around my favorite places and take them out to eat all my favorite foods- especially the big 

scones with jam and cream. I found the programme especially interesting because I had never been to Japan 

so I gained a great insight into Japanese culture from the dancing, to the food and even learnt some of the 

language along the way (you are all very Kawaii!!). The programme is an amazing opportunity for both side: 

people visiting get to experience Oxford from an insiders perspective whilst oxford students, like me, get to 

meet wonderful people and show off our beautiful city which is filled with history. 

 

 

 

Kostas Laurinaitis 

 

Dear Tohoku Fukushi students, 

I was a residential adviser (RA) for your school's English programme in Oxford. 

Oxford is truly a beautiful place. It is a small city with old buildings and the most famous university in 

England.  

During the programme you will learn about the British culture, the English language, and, of course, 

Oxford!  

I am really happy to have meet students from Tohoku Fukushi, and I hope that more of you can come to 

Oxford in the future! 
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Hartford College の先生からのメッセージ 

 Patricia  Wimmer 

 

Hertford College at Oxford University provides a unique experience for visiting students to not only learn 

English and experience British Culture, but to also see what student life is at the world’s leading university. 

We at Hertford are very proud of our reputation for being one of the oldest and the friendliest college at 

the University.  We enjoy welcoming students to our college, teaching them and introducing them to life 

at the University and in the UK. 

It gives you an opportunity to learn English at a beautiful college in the historic centre of the city of Oxford, 

to meet Hertford College students and learn about student life, and to learn more about British Culture and 

all of its aspects. It is also an opportunity to have new experiences, visit a new country for many visiting 

students, and gain a new perspective on life and the people in the UK. 

Oxford University is the premier seat of learning, and Hertford College’s program is regarded as one of the 

best available.  Classes are small and give students personal attention and helps them to become more 

confident in the English skills, particularly in communication skills.  The Herford College students are 

here to help our visiting students settle in to their life in the college, to tell them about student life at Oxford 

University, and to do cultural and leisure activities to give them an idea of what it is like to be a Hertford 

College student.   

There are visits to London and other cultural landmarks in the UK so visiting students can see as many 

different places as they can while they are here. 

We look forward to welcoming you to Hertford College and hope you enjoy your time studying with us and 

learning more about life in the United Kingdom.  Thank you for choosing us and we look forward to seeing 

you in Oxford.   
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Oxford 英語研修に同行して 

 

この研修に同行させていただき、感謝申し上げます。 

研修参加の皆さん、お元気でしょうか。 

約 2 週間の研修がまるで夢だったかのように、帰国後の大学生活は進んでいますね。 

Hartford College の寮を一歩出ると、まるでおとぎの国のようでした。まさに「不思議の国のアリス」で

す。そして、石畳も教会も、「ハリーポッター」映画の世界そのものでした。 

あの 2 週間、イギリスの歴史や文化、食事や寮生活、そして NHS の病院視察等々、たくさん体感・体験

しましたね。 

研修期間中は、皆さんの積極性、飽くなき探究心、エネルギッシュな行動力に感嘆していました。若さっ

て素晴らしいです。どんどん吸収して成長していましたから。 

学生時代にこのような機会に恵まれ、そこに飛び込む勇気と行動力があって、努力し、この研修をクリ

アしてきたのですから、今後何事にも負けず頑張っていけると思います。 

次の一歩！これからの皆さんの活躍に期待しています。 

きっと、後輩たちが後を継いでこの研修にどんどん参加していくことでしょう。 

国際交流センターの高橋加寿子先生、天野綾さん、支えていただき大変お世話になり、 

ありがとうございました。 

菅原千恵子 
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おわりに・編集後記 

今回の英国 Oxford 大学研修に参加するにあたり、英国の医療制度や医療施設の環境を医療従事者を目

指すものとして学びたいと思い参加させていただいた。また、英国の文化や生活、歴史にも興味があり、

今回の Oxford 大学研修はとても充実したものとなった。 

 事前学習では高橋加寿子先生に、英国の文化や歴史を教えていただいた。また、Hartford College の

歴史やため息橋の由来などについての授業を受けることでモチベーションの向上に繋がった。 

 Hartford College での授業は、医療英語や英国の医療制度を私たちにも分かるように説明してもらい、

英国の歴史や文化についての授業はレクリエーション形式でとても楽しく勉強することができた。パワ

ーポイントの発表では、それぞれが日本と英国の文化の違いについて発表し様々な意見交換の場となっ

た。病院見学では、英国の医療現場を見ることでとても勉強になった。 

 また、RA との交流では積極的に日本の文化や英国の文化を互いに教え合いとても良い関係を築くこと

ができた。様々な建築物を自分の目で見ることで日本とは違った雰囲気を味わうことができた。 

 研修中にテロが発生するという事態が発生したが、Oxford の治安は比較的良いように感じた。また、

Hartford College の学生寮のセキュリティーは高く安心して生活することが出来た。テロの恐怖はある

かもしれないが、1 人で行動しないことや Wi-Fi を持ち歩くなどの対策をすることが大切だと思う。 

 今回の 2 週間の研修を終えて、医療従事者としてのモチベーションをさらに向上させることが出来た。

また、英国の文化に触れることで自分の視野が広がった。英語やボディランゲージをつかってコミュニ

ケーションをすることでコミュニケーション能力を高めることが出来た。今後、社会で生活していくの

にも英語は必要になっていくだろう。そのために、今後も英語を勉強していきたい。 

次回に参加する皆さんへ 

 この報告書を次の研修に参加する方々の参考にしていただければ幸いです。Oxford 大学研修はとても

楽しく勉強になるので一生の思い出となることは間違いないです。この文書を読んだ方はぜひ、Oxford

大学研修に参加してみて下さい。 

最後に 

 研修を引率して頂いた菅原千恵子先生、RA や英語教育の経験豊かな講師による万全なサポート体制の

もとで実施できたことに感謝申し上げます。そして、この研修を支えて下さった皆様のおかげで、研修を

無事に終え、報告書をまとめることができたことに、心より御礼申し上げます。 

 

Thank You！！ 
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