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はじめに 

私たちは、これが健康科学部での初めての研修会でしたので、現地での生活や

習慣に馴染めるか、飲食物で危険なものはないのか、など、行く前から心配して

いました。実際に現地に着いてから、お世話になる学生や先生に日本のお土産

を持参するなどが出来なかったりなどの準備不足がありましたので、もう少し、大

学でしている事前研修の他に、各自でしっかり勉強するべきだと思いました。 

研修会では、医療の専門用語もあり、現地の先生の話している言葉が分からず、

苦労したので、もう少し勉強して臨むべきだと反省したことも。そういった経験も

通じて、日本とイギリスの文化や習慣の違いが分かりました。そして、オックスフ

ォード大学は 38 の大学があるからか、お店なども多く、敷地内も広くて驚きまし

た。周辺を歩いている人は、見た目危なそうな人が多いですし、一人で歩くとお

金を取られる可能性がありますので、複数人(4 人以上)で行動すべきだと思い

ました。 

これから研修会に参加される方へ、最初現地に行く前は心配することが多いと

思います。しっかり英語の勉強や、イギリスに関する勉強をしていれば、大丈夫

だと思います。頑張って下さい。 
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英国の医療保険制度について 

 

 

 

１） はじめに 

 平成 28 年度 3 月 13 日から 28 日にかけ、オックスフォード大学英語研修を英国オッ

クスフォードにて行った。今回の研修では、語学研修とともに、英国の医療制度を学ぶ

ことや病院の見学等も行うことができた。従って、今回の研修での事後報告として、イギ

リスの医療保険制度について記していく。 

 

２） 英国の医療保険制度 

 英国では、1948 年から国民保険サービス法で国民に医療サービスを提供している。

この制度をＮＨＳと呼ぶ。これは、全ての国民に予防医療、リハビリテーションも含めた

包括的保険医療を原則無料で提供するものである。 

 財源として 80 パーセントが租税となっており、ほかに国民保険からの拠出金が約 18

パーセント、患者負担が 1パーセントとなっている。 

 患者負担は、上に記したように原則として無料である。かかりつけ医の診断を経た上

で病院を紹介された場合でも、その病院での診療は、検査や手術を受けたとしても無

料である。ただし、薬剤費として処方一件につき 7.65￡の一部負担がある。しかし、60

歳以上、16歳未満、低所得者世などはその負担が免除されており、その件数は全体の

85パーセント程度である。 

 

３） 講義内でのディスカッションと通して 

 ＮＨＳを学んだあと、この医療保険制度についてのメリットとデメリットを話しあった。そ

の際に出た意見を箇条書きであるが記す。  

 ➀メリット 

   ・国民全員（納税者）に平等な医療を提供することができる。 

   ・原則として費用が無料なので、気軽に診察してもらうことが可能である。 

   ・予防処置がとりやすい。 

 ②デメリット 

     ・一見国民全体に平等に医療が提供できているように見えるが、ＮＨＳの納税が行

えない国民は無視されてしまっている。 

   ・気軽に病院に行けてしまうために軽い病態でも病院にかかってしまい、 

    国の医療費が無駄に使われてしまう可能性がある。 

所属：東北福祉大学 

   健康科学部 リハビリテーション学科 

   理学療法学専攻 

学籍番号：15HA036 

氏名：野島勝輝 
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   また、研修内容に含まれる講義の中では、２グループに分かれディスカッションを行っ

た。この内デメリット２つについて注目した。まず、非納税者から見たＮＨＳだ。この医

療保険制度は上記にもある通り、一見国民誰もが平等な医療を提供されていると思い

がちであるが、非納税者にとっては医療費は全額が負担となってしまう。おそらく非納

税者とは経済的に毎月税金を収められない国民が該当するため、その非納税者にそ

の全医療費を支払うことは不可能であると考えられる。税が納められず、医療を受けら

れないでは救済の処置がなされていない。 

   次に、私たち国民が気軽に病院に行くことができてしまう点だ。このことは予防処置等

には向いているかもしれないが、小さなケガなど病院にかかるほどではないようなケガ

によって病院で診察を受け、医療費が無駄に使われてしまっているのではと考えた。

しかし、英国ではこの問題への対応が為されていた。英国民ははじめ、自分のかかり

つけの診療所を受けなければならない。そのため、かかりつけ医が病院などの高度な

医療サービスの利用のゲートキーパーの役割を果たし、軽い症状の患者が病院で治

療を受けることはなく、診療所と病院の機能分化がなされている。 

 

４） まとめ 

 今回のオックスフォード大学研修でイギリスの医療保険制度について初めて

かかわったが、良い面と改善が必要な面が見えた。今後我々のような若い世代が

未来の日本の医療を担っていくのだと思う。多くの国の医療制度の良い点、日本

国民に合いそうな制度など知っていき取り入れられればと感じた。 
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Queen’s English として知られるイギリス英語。現地イギリスには、中学・高校時代に習ったア

メリカア英語とは違うスペルや発音の英語が溢れていた。目にし、耳にした英語の中でも特に印象

的だったイギリス英語を紹介する。 

【スペルの違い】 

私たちが中学・高校で学習したのはアメリカ英語がほとんどであろう。イギリスで過ごした中で

遭遇したアメリカ英語とのスペルや表現の違いをアメリカ英語と比較してみよう。 

意味    アメリカ英語     イギリス英語 

1. 映画     movie                 film 

2. ゴミ     trash/garbage          rubbish 

3. 地下鉄    subway                underground/tube 

4. 店      store                  shop 

5.  列      line                   queue 

 

【発音の違い】 

イギリス英語における発音は、アメリカ英語に比べ、“T”の発音が強く、“R”の発音は弱く、

“C”の発音が特徴的であると感じた。“water”という単語について、私の耳には、アメリカ英語

は「ウァールァー」と聞こえるがイギリス英語では「ウォーツァー」という風に聞こえる。また、

授業内で先生が何度も「オフトゥン」と発音していた単語が、アメリカ英語では「オフン」と発音

する“often”と言っていたということに、しばらく時間が経ってから気が付いた。特に、アメリカ

英語とイギリス英語の発音の違いについて語る上で外せないのは“Can”“Can’t”であろう。アメ

リカ英語では「キャン/キャント」と発音するが、イギリス英語では「カン/カーント」と聞こえる

のである。発音を意識してみると、アメリカ英語とイギリス英語の違いを意識すると多くの発見が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

American English ＆ British English 
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私たちの住む日本とイギリスでは、生活環境が

全く異なります。気温、湿度、土壌…これらの違いは、

身体に少なからず影響を与える可能性があり、対応す

るためにはその土地に合わせた準備が必要になって

いきます。 

ここでは、私たちがオックスフォードでの経験から

気づいたこと、また、それに基づき研修で必要になり

そうな物事を綴っています。 

1. 気温・湿度                  

オックスフォードと宮城県の気温（3 月 15 日～3

月 21 日）は以下の通りです。 

オックスフォードは宮城県と比べて寒暖差が小さ

く、過ごしやすい環境になっています。しかし、最高

気温が宮城県よりも 10℃近く低いので、防寒には気を

配った方が良いと考えられます。 

また、湿度は以下の通りです。 

 

3 月の湿度においては、オックスフォードの方が宮城

県よりも高いという結果が出ました。しかし、「イギリ

スはジメジメする」などといった話はあまり聞きませ

んし、どちらかというと、そのような話は日本の方が

よく聞きます。 

ここで重要なのは、イギリスと日本との「不快指数」

の差であると考えられます。不快指数とは、蒸し暑さ

の程度を、気温と湿度から数量的に表した指数で、指

数 70〜74 で不快感を抱く人が出始め、75〜79 で半数

以上が、80〜85 で全員が不快と感じ、86 を超えると

我慢ができなくなるとされています。ちなみに、2016

年 3 月 18 日における日本（宮城）の不快指数は 66.9

であり、イギリス（オックスフォード）の不快指数は

48.2 でした。 

このことから、オックスフォードは日本に比べ気温

が低いことが原因となり、体感的には湿度を知ること

が難しいと考えられます。随時、気温や湿度を知るこ
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とができるようなスマートフォンのアプリなどを携

帯しておくことが望ましいです。 

2. 室温と暖房設備                

今回は、オックスフォード大学の寮の部屋と、日

本の自分の部屋とでしか比較できていませんが、室温

や湿度は暖房設備によって大きく変わるということ

を、実体験を通して学びました。 

日本において、私の部屋はエアコンで室温を変えて

います。エアコンを用いて部屋を暖めると、部屋の中

が著しく乾燥してしまうので、寝る前などは水分摂取

が欠かせません。 

これに対して寮の部屋は蒸気を用いるタイプの暖

房でした。室温は約 20℃に保たれ、乾燥することもあ

りませんでしたが、湿度が上がりやすく、寝ている間

に湿度が 70％を上回っていることもままありました。

このことから、日本にいる時よりも部屋の換気をよく

行うことと、食中毒などに一層気をつけることに重要

性を感じました。 

※後に部屋の暖房をちゃんとつけていなかったと判明 

3. 舗装                     

オックスフォードを歩いていてまず気づくこと

は、歩道がほぼ石畳だというこ

とです。現在は観光資源として

重要な役割を果たしている石

畳ですが、アスファルトと比較

すると、自動車や自転車などの

走行時の抵抗が大きかったり、

走行時の音が大きくなってし

まったりという傾向がありま

す。また、流動性などがないこ

とから、人の足に対する負担が大きいため、ショッピ

ングなどで長時間歩行をする際は注意が必要です。出

発前にシューズやインソールなどを買い替えること

も考えた方が良いかもしれません。 

4. 飲み物                    

オックスフォードでの生活の中で問題となるの

が「飲料水」です。知っている方も多いとは思います

が、イギリスの水は日本と違い硬水です（日本は軟水）。

硬水は軟水に比べてミネラル（マグネシウムとカルシ

ウム）量が多く、体への吸収が良いとは言えないため、

胃腸に負担をかけることがあるとされています。念の

ため、出発前に 1 度硬水にチャレンジしてみてもいい

かもしれません。日本で販売されているものでは、エ

ビアンやフィジーなどが該当します。 

自分の体に合わないと感じた方は、オレンジジュー

スやコーラなどで研修期間を乗り切りましょう。太ら

ないように頑張って。牛乳はおいしかったですよ。 

（小野寺 亮太） 

 

 

 

It is dry in Japan in March. But it is wet 

and pretty rainy in Britain at that time. 

When a big event is held, be careful that 

traffic becomes too much busy. 

We need the following items during our 

stay: 

1. A coat with a hood (Using an umbrella 

on the streets might not be good, 

especially in Piccadilly Circus.) 

2. A waterproof bag. 

3. Sandals (in the dorm). 

4. Silica-gel (for food). 

5. Prepaid card (for safety) 

 

Thank you! :3 

(阿部 廉) 
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＜shopping, sight seeing＞ 

・ Credit card  

 We recommend you VISA card if you pay money. Especially, it is useful that card include IC tip.  

→少ない金額だと、カード払いを断られることがあるため、カードと現金を合わせて持っておくと良 

い。地下鉄の券売機でカードを使う際は、IC チップが付いたカードしか使えないので注意！ 

・ £10 や£20 などの大きなお金は使えないところがあるため、スーパーでくずしてから使うと良い。 

・ You should have shopping bag (my bag, plastic bag) if you go shopping because plastic bag is not 

free. 

→プラスティック製バックは 1 枚 1~3pence、ショップオリジナルのマイバックは£5~10 で購入でき

る｡（マイバックは種類が多く、お土産にも丁度良い） 

・ You should pay some money (2.5~3pence) if you use toilet at the station. 

→観光地や駅など公共施設ではトイレが有料なので、現金は少し持ち歩くこと。 

 

 

＜Life＞ 

・変圧器はショートする可能性あり。その都度コンセントにつなごう。気にかけて使おう。 

・日本のシャンプーでも泡立ちます。 

 →現地でも Dave やパンテーンなども購入可能。しかし、ものによるが高いこともある。 

・スリッパを持っていくと便利。さらに、シャワー用にビーチサンダルがあると良い。 

 →室内でも靴を履いており、かつシャワールームとトイレが一緒のことが多いため、着脱しやすいスリ

ッパがあると楽。 

・イギリスは急な天気の変化があるので、折り畳み傘は必須。 

 →大抵、曇りか霧雨が多い。天気が良い日が少ない。 

・ティッシュは日本製品がお勧め。向こうの物は硬く、肌触りが悪い。まるでキッチンペーパー。 

・洗濯時は洗濯ネットがあると良い。 

・下着は多めに持っていくこと。（最低でも 1 週間分） 

・薬類は日本から持っていく。（疲労や気候の変化で体調を崩しやすい。） 

  

Tips on the Oxford programme 
~Advice from us~ 
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～MEALS～ 

研修中の食事は、基本的に毎食、大学の食堂で提供

されました。バイキング形式ですが、食堂のスタッフ

がいるので、食べたいものや量を言えば、その通りに

取り分けてくれます。朝食は決まって English 

breakfast でした。 (bread, bacon, beans, tomato, 

mushroom, fruit, coffee or tea etc.)  

たくさん種類があって、ボリュームもあるので、朝は

しっかり食べられます。 

昼食・夕食は、日替わりで様々なメニューが出てき

ます。イギリスの伝統料理とも言える、「Fish and 

chips」やステーキ、魚料理、アジアン料理など毎日変

わります。また、サラダやデザートなども付くので、

毎食飽きずに味わうことができます。 

一般的に、イギリスの料理は美味しくないと言われ

ますが、そんなことはなかったです。 

食べ物の好き嫌いや味付けの好みに個人差はありま

すが、毎日違ったメニューで、種類も豊富なので、自

分好みの食事を楽しむことができました。 

 

 

～GALA DINNER～ 

研修最終日には、“GALA Dinner”というパーティ

ーがありました。研修の修了を祝って、今までお世話

になった先生や RA、メンバーとテーブルを囲んで、

豪華な料理を頂きました。 

Welcome tea や GALA dinner のようなパーティー

では、フォーマルな服装で出席することがマナーで、

男子はスーツ、女子はワンピースやドレススタイルに

着替えました。こうしたイギリスの習慣を体験するこ

とができたことも、研修の魅力の一つだったと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～AFTERNOON TEA～ 

研修 2 日目には、“Welcome tea”というパーティー

が開かれ、そこでイギリス文化の１つである

Afternoon tea を体験しました。紅茶と共に、サンド

ウィッチとスコーン、ケーキが振舞われました。イギ

リスのスコーンは丸い形をしていて、ナイフで上下半

分に切り、ジャムや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）

を塗って食べます。 

Afternoon tea は食事を楽しむ時間というだけでは

なく、先生や RA、メンバーとの会話や交流を楽しむ

時間でもありました。 Afternoon tea にはこうした

「社交の場」という目的があることを学びました。  

FOOD in OXFORD 
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【Bodleian Library】 

 
  This library is very close to the Hertford college of Oxford. 

  This is the second biggest in the U.K. 

  In the first floor, there is a place which was used by a Harry Potter’s movies. 

  For example, medical office of Hogwarts! 

  In the second floor, there is also a place which used by a Harry Potter’s movies. 

  This was just used by library of Hogwarts! 

  There are a book which is connected to the chain because it is very historic and 

valuable.  

  We can’t take a picture in the second floor, but it is the same as a movies and 

very impressive. 

  We can’t enter the second floor if we don’t participate in a guided tour. 

  But, we can enter the first floor if we don’t participate in a guided tour. 

   

 〇Admission 

   2.5£ (include an audio system guide) 

  A guided tour → 5£ (30minutes) 7£(1 hour) 13£(1hour30minutes) 

 

 

 

  



-12- 

【Carfax Tower】 
 

This is the tower which built in the center of Oxford.   

  We went up the stairs and went to the roof.              

  The number of stairs is 99 steps!! 

  We are tired very much and got dizzy. 

  But, we could look at a town of Oxford from the high place. 

  Of course, the view is beautiful!! 

 

  〇Admission 

    2.50£ 
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Christ Church College 
 

I’ll introduce “Christ Church College”. This is 

located in Oxford. We took about 20 minutes to 

go there from Hertford College. 

 

People can basically enter after paying an 

admission fee of €5. But, student can enter only 

€4.5 :)! So please don’t forget your student ID of 

Tohoku Fukushi University. And, we had about 

an hour to see. 

 

This college’s graduate are UK Prime Minister David Cameron & Lewis Carroll, 

the writer of Alice in Wonderland. 

And, there is really famous place where made some films of Harry Potter! 

 

  

入場料を払い終え、最初に見えるのはハリーポッター

が箒に乗る練習をしていた中庭です！映画で何度も目

にしたあの場所を実際に見ることができたことは未だ

に信じられないくらいです。 

 

 

 

 

 

 

 また、更に進んでいくとハリーポッターの食堂となった Great Hall

を見ることができます。しかし、現在も学生や教員が使用しているため

お昼の時間帯は入ることができないそうです。そのため、午前中に行く

ことをおすすめします！そして、ハリーポッターファンはぜひ行く前

に復習し、行ってみるとより楽しめると思います！ 
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Museum of the History of Science 

Oxford 科学史博物館は Museum of the History of Science, Oxford は Oxford 大

学の所属である。1683 年完成の建物は、博物館として建築され現在のその用途に

使われているものとしては世界最古という。 

 1476 年出版という博物館最古の本が展示されているが、500 年後の現在の書籍

と比べても違いがない。活字も図版も装飾的でより美しい。解剖道具や顕微鏡も現

在のものと機能や仕組みに変わりはない。建築や科学の分野では、数百年前のもの

であっても現在と違和感なくつながりが感じられる。 
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地下には、アインシュタインが実際に書いたとされる、方程式が保存されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アルベルト・アインシュタイン】 

 

 

 

 

1879 年 3 月 14 日に生まれる。ドイツ生まれのユダヤ人の理論学者。特殊相対性

理論及び一般相対性理論、相対性宇宙論などで有名な人物。 
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The Grand Café 

 Oxford の High street にある 

The Grand Café, Hertford college か

ら徒歩約 10 分で着きます。 

歴史あるOxfordでも一番老舗の Café

である The Grand Café。 

ここは、イギリスで最古のコーヒーハ

ウスで、創業なんと 1650 年！ 

店内は、茶色と青を基調に、小さいな

がらも、開放的で居心地の良い空間で

す。壁がミラーになっているので奥行

きがあるように見えます。 

 

 

 

 

There are delicious menu in this café. 

☆Breakfast menu is typical English one toast, sausage, 

bacon, baked tomatoes and scrambled egg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆Afternoon tea と言えば、スコーンとサンドイッチの 2 段

になっているプレートを思い浮かべます！ 

This is “cream tea”, a set of tea and scone “High tea” 

includes sandwiches chocolate and a glass of champagne 

besides them. 

I drank “Lady Grey” in this café. This tea is based on earl 

grey and mixed with some kind of oranges, is brilliant!!!! 

スコーンと紅茶またはコーヒーの cream tea は 8￡、ゴージ

ャスな High tea は 18￡です。 
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The National Gallery 

ナショナルギャラリーは世界有数の西欧絵

画のコレクションを所蔵しています。イギリス

の美術館や博物館はほとんどが入場無料で、こ

のナショナルギャラリーも無料で見ることが

出来ます！ 

建物はとても大きくて、中も広いうえにたくさ

んの部屋に分かれているので、案内図がないと

迷います。 

パンフレットは日本語版もあり、１￡で売って

いました。 

 

ここにある最も有名な絵画は、ゴッホの「ひまわり」です。 

ぜひ見てみて下さいね！ 

ショップには、ここに展示してある絵画をモチーフにしたグッズがたくさん

売っていました。 

 

 

 

The British Museum 

大英博物館は、世界最高峰の博物館と言わ

れています。とにかく広い！大きい！展示物

が多い！どこを重点的に見るか初めに決めて

いたほうがいいと思います。ここも入場無料

です！パンフレットは日本語版もありました

が有料でした。 

 

 

 

 

 

 

ここでのお土産にお勧めしたいのが、ラバー・ダックです。このラ

バー・ダックはイギリスの様々な観光地に、その観光地の特徴をモ

チーフにしたものが売っていました。大英博物館には、スフィンク

スや日本の甲冑などをモチーフにしたものが売っていました。３個

で１２￡でした！ぜひいろんな種類のラバー・ダックを集めてみて

ください！ 
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Stratford upon Avon 
 

 Stratford upon Avon is the birthplace of William Shakespeare, steeped 
in culture and history. Set in the beautiful rural Warwickshire 
countryside, on the banks of the river Avon. With easy road, rail and 
airport access, it is the perfect place for a vacation or short break. 

 Stratford upon Avon はシェイクスピアの生まれた場所とし

て非常に有名で、年間約 500,000 人もの観光客が訪れます。 
 

 

 

 

 

-Anne Hathaway’s Cottage- 
 Discover where the young William Shakespeare 

courted his future bride Anne Hathaway at 
picturesque family home. 

 私たちが訪れた際には冬だったので、画像の

ような花の咲き誇る風景を見ることは出来ま

せんでした。春先であれば画像のような可愛

らしい景色が見られるので、訪れる際は春を

オススメします。 
 

 

 

 

 The stunning cottage gardens, with beautiful blooms, shrubs and 
herbs and vegetables ensure your visit to Anne Hathaway’s Cottage 
will stimulate all of your senses. 
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文化の違い 
栗谷川 翠 

 

イギリスでスクールライフを送るとなるとまず初めに驚くのは食事です。 

7:45 に Breakfast を食べ、午前中の授業へと向かう。授業の途中で休憩があるか
と思いきや再び食堂へ行き Break time。授業の後半を終えると 12:50 となり Main 
school lunch。午後の授業があり、その後 4:15 Tea time があります。そして 6:30頃

に Supper。 

このようにイギリスの食事事情は１日 4 回が基本のようです。また、日本の場合は夕

食に重きを置く傾向にありますが、イギリスは昼食がメインとなります。 

 また、Afternoon tea の文化があるため、この時間になるとお店で Afternoon tea
の準備が始まるところもあります。日本人がお寿司の食べ方が人それぞれ違うように、

イギリス人も基本的な作法は同じであるがその人流の Afternoon tea のたしなみ方が
あるそうなので現地の学生などに聞いてみるといいかと思います。 

 また、「英国紳士」という言葉があるように、イギリス人は事あるごとに“Thank you”
や“Sorry” を使います。また学校内であったりすると目が合えば微笑んだりしてくれま
す。また、レディーファーストの文化もしっかり根付いていたように思います。 

 そして、日本の女の子は恋バナと呼ばれるガールズトークが大好きかと思いますが、

イギリスの女の子はあまり恋愛の話はしないといいます。恋愛はそんな大っぴらにして行う

ものではないという考えのようです。 
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 今回の英国 Oxford 大学研修プログラムに参加した背景には、英国の医療施

設の制度や、医療従事者の役割はどのようなものなのか、生活や学習をしてい

く上で日本との違いはどのようなものがあるのか、などの疑問が様々あった。そ

の中で、私たちは、英国の歴史から始まり、Oxford 大学創設からの歴史、英国

ならではの食文化や生活スタイルなどを事前に調べ、研究を進めた上で、現地

訪問に臨んだ。 

 

 現地では、トピックに基づいた英語学習や Oxford近郊での実地研修を通して、

日常のコミュニケーションとは異なったスタイルで、現地学生や講師と意思疎通

を行うことの重要さと大切さを自分自身で再確認しながら、英国文化や歴史を

実際に体験することができた。また、約 2 週間の研修を通して、プレゼンテーシ

ョンスキルを身につけ、現地の方々に、日本の文化や歴史を紹介することがで

きた。 

 

 今回の研修で、私たちは、今後の大学生活や社会人になってからの生活に

おける将来の方向性についてのヒントを得ることができた。この報告書を通して、

私たちが得ていたことを次世代の研修参加者をはじめ、多くの方と共有し、これ

からもグローバル人材に求められる英語力および教養を身につけることができ

れば幸いだと思う。 

 この研修が、引率してくださった杉山先生と三澤先生をはじめ、現地学生や英

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に実施できたことに

感謝申し上げます。そして、ここでは紹介しきれないほどの今回の英国 Oxford

大学研修プログラムに際してお世話になったすべての皆様のおかげで、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。 

 

英国 Oxford大学研修参加者一同 

2017年 3月 
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先生方から 

 皆さんの変化に驚きました 

 

 この研修に付き添わせていただいて、一番驚いたことは、大学内では見られない

ような生き生きとした明るい表情と、そして皆さんの自信ある表情に変化していく

様です。英語の上達ももちろん大切なことですが、皆さんたちの成長にとってこの

経験は大きなものであったことがよくわかります。何しろ付き添い教員が頼りな

く、何でも自分で動かなければなりませんでしたからね。集団生活の経験、同じ釜

の飯を食べるということ、できない自分に負けないで思い切って英語を話さなけれ

ばならない状況、まったく知らない町の人に質問すること、楽しかったですね。こ

の経験を大切に育ててほしいと思っています。 

杉山敏子 
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 健康科学部 Oxford 大学研修に同行して 

 

 研修参加者の皆さん、仙台出発の夜行バス乗車から、ヒースロー空港を離陸して羽

田空港に着陸するまでの約 2 週間の研修、ご苦労さまでした。日本国外での生活が

初めての方も、慣れている方も、それぞれが新しい刺激的な体験をされたことと思い

ます。滞在期間中、いつも親身になってサポートしてくれた RAsとの大学寮での生

活、英国の医療制度と教育制度を含む英国社会・文化の理解、医療現場で活用できる

英語を学ぶプログラム、NHSの病院での視察研修などなど、どれをとっても皆さん

の大きな学びになったと思います。しかし、これらのすべては、皆さん自身の挑戦す

る気持ちによって得られた学びです。皆さんのチャレンジ精神と日本国外で仲間と

過ごした時間は、これからの大学生活や就職後の生活にとって、とても重要なものに

なると思います。これからも挑戦する気持ちを忘れずに、日々、研鑽を重ねてくださ

い。これからの活躍を期待しています。 
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 たくさんの方々の協力のお陰で、無事この報告書を完成させることが出来ました。

誠にありがとうございました。 

 今回この報告書を編集させていただくにあたって、メンバーの記事を様々拝見さ

せていただいたのですが、皆研修での学びや思い出をそれぞれ個性的に書き出して

いてとても飽きないものでした。それと同時に、私自身が向こうで見聞きしたもの

が思い起こされ、ひどく懐かしい気持ちになったことを覚えています。 

私自身、イギリスの地をこの足で踏んだのは当研修が初めてで、最初は気候や地

理、そして日本とはほぼ真逆といって良いほどの”文化”の違いにひどく悩んでい

ました。しかし、少しずつ慣れが生まれ、苦手だったコミュニケーションにも挑戦

していけるよう変わっていきました。そしてその先には、決して日本では得ること

はなかったであろう色んな景色を見ることが出来たのです。それがなんだったのか

をここで書くことは控えさせていただきますが、気になる方は是非、その気持ちの

赴くまま留学へと一歩を踏み出してみてください。もう行こうとしているよ、とい

う方は、自分が其処でどんな景色を見ることが出来るのか、心待ちにしておきまし

ょう！ 

詰まる所この報告書を読んでくださっている方に、その現地で学ぶ私たちの姿や

その情景が少しでも思い起こされれば、そしてこの留学に興味を持って下されば、

編集した私にとっても、各々記事を書いて下さったメンバーの方々にとっても幸い

かと存じます。宜しくお願いいたします。 

最後になりますが、この報告書作成に携わった留学メンバーの皆さん、そして先

生方に重ねて厚く御礼申し上げます、本当にありがとうございました！ 

 そして、これを読んでくださっている読者様にも感謝は尽きません。本書を読ん

で下さり本当にありがとうございました！もし面白いと感じたなら、是非周りの人

にも伝え広めてくださいね！ 

終 
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