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Reading University English Short Course Overview 

Atsuko Suzuki 

鈴木敦子 

  

 レディング大学での２回目の研修は２月 14 日から 3 月 4 日まで行われました。学生たちが健や

かに充実した研修を終え、全員笑顔で修了式に臨み立派な修了証をもらいました。 

 

 今回は初回の内容を踏まえた改善点が２つありました。１点目は研修の日数が３日間延び、全体

で 18日（移動日を入れると 20日）になったことです。今年度の学生たちは、この分研修最後の課

題である 10分のプレゼンテーション（5分以上の発表及び質疑応答）の準備に十分に時間をかける

ことができ、コース最後のプレゼンテーションは、パワーポイントの内容もさることながら、原稿

を用意せず、手元の単語のメモに時折目を配るだけで、基本的には観客とアイコンタクトしつつ, 

英語もその場では考えて話す、いわゆる英語のプレゼンテーションができており、素晴らしいもの

でした。 

 ２点目は、コース中に２回、授業担当教員による個人面談(tutorial)がありました。授業内での自

分の相談や進度についてだけではなく、先生方と授業以外の会話もあったそうです。クラス授業で

はどうしても集団になるため、何か聞き取れない内容があってもクラス全員で教師からの質問や課

題に対応できていたのが、１対１では誰にも頼れず自分だけで内容を理解し対話を進めなければな

りません。学生たちの様子では、２回目の tutrialではかなり先生の話している内容を理解しており、

授業担当をしていただいている２名の先生方からも、「学生さんたちはこの３週間ですごく進歩し

たわ。特に、みんな自信が出てきて、発言もとっても増えたし、質問にすすんで答えてくれるよう

になったのよ」と良い review をいただきました。  

 初日の第１回の授業に学生の様子を見るために私も参加したのですが、学生たちはかなり「大人

しかった」です。みんな緊張もしていたし、イギリス人の native speaker の話す英語のスピードや

発音の違いにびっくりしていて、初日終了後に学生たちへ聞き取りできたかとたずねたら、「ほと

んどわからなかった！」と答えていました。しかし、翌日の午後に、アクティビティの一環として

town への案内で Reading Museum へ連れて行っていただいたのですが、学芸員の方が私たちグルー

プ専用に時間をとってくれて、小学校の子どもたちが見学に来た時に行うワークショップを実際に

やってくださいました。その時に、話の内容の聞き取りは難しそうでしたが、私が通訳をすると、

その内容を熱心にノートをとったり質問をして、学生たちの前向きにかつ真剣に取り組む姿に、こ

の研修が充実するであろうことを確信しました。 

 ２週目からは、本研修のねらいの一つである学校訪問が始まりました。primary school (小学校及

び幼稚園)を２校、nursery school (保育所)を１校訪問しました。２つの小学校からはあらかじめ日本

の文化を紹介してほしい、という依頼があったため、学生たちは日本での事前研修時から熱心に企

画を考え、イギリスで研修が始まってからも「もっと練習がしたい」と自主練習もしていました。

学校訪問の内容や学びについてはこの後に掲載されている学生の報告書に書いてありますが、『も

みじ』の２部合唱、手遊び、ゲーム、幼児用のダンスと様々な活動を英語で紹介し、どの学校の児

童と幼児もとても楽しんで一緒に行ってくれ大成功に終わり、学生も自信がついたことと思います。 
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 ３週目には、初日には緊張と本場の英語のスピードに固まっていた学生たちが、授業内外で先生

方の英語の冗談に一緒に笑ったり話を自分からできるようになっていて、本研修で彼らの

communication 能力が伸びたことを実感しました。 

 

 参加学生は、初めての海外旅行という者も多く、出発前は不安が見られましたが、９人の小さな

グループだったため、自由行動日にハリーポッター関連の施設へ遊びに行ったり、Reading の街中

のショッピングセンターへ日本食を食べに行ったりと一緒に行動することも多かったため、仲が良

く終始明るいムードで研修は進みました。また、全員が穏やかで明るい気質で常に雰囲気が明るく、

彼らのそういうキラキラしたオーラが Reading 大学のスタッフにも伝わったらしく、「あなたの学

生は本当に sweet で愛すべきグループね！」と口々に言われました。 

 

 現在世界情勢が揺れ、イギリスはその中でも EU との絡みもあり心配になるようなニュースが流

される日もあった中、お子様を本研修に参加させていただいたご家族の皆様に御礼を申し上げます。 

 Reading 大学で本研修の担当者は昨年に引き続きブルースとジェーンでした。二人とは気心も知

れ、毎日のように会議をし、彼らとアシスタントのアビーには、日々の気になったことや困り事に

は即座に対応及び解決をしていただき心から感謝しています。 

 そして、研修に参加した学生のみなさん、英語特に listening と speaking が伸びたのは、みなさん

が遅刻欠席なく授業にきちんと出席し、積極的な態度で臨んだこと、ホストファミリーとの暮らし

での英語漬けの日々の積み重ねが実を結んだのだと思います。研修中「先生！」といつも笑顔で話

しかけてくれて、どんなことでも正直に相談や話をしてくれる信頼関係が築けたことが先生は心よ

り嬉しく思っています。学校訪問で学んだイギリスの初等教育について大学での勉強及び将来教員

として現場に出てから役立ててもらえれば何よりです。 

(背景：飛行機内から望む Heathrow Airport 周辺。Reading は Heathrow 近郊のため、到着機内から見えます) 

 

 

Dear Jane, Abbie, Rachael, Elaine and our Bruce! 

 We are grateful for your kindness and support during our programme. We will 

never forget your kindness. Thank you very much for giving us such a wonderful 

time!  
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Teacher            Atsuko Suzuki 

Fourth grader      Haruka Kikuchi 

Second grader      Rina Fujimori 

Risa Hongo      

                   Yuki Koizumi 

Shihoko Sato 

Yushi Sato 

Tomoe Takeda 

Minaho Watanabe 

First grader       Yuki Kudo 
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私たちは Reading 大学で 1 コマ 90 分の授業を受けました。初めは現地の先生の英語がきちんと聞き取

れるのかとても不安でしたが、先生方が優しくとても丁寧に授業を進めてくれたので、最後まで楽しく

授業を受けることができました。 

 

☆授業中☆ 

授業は Speaking が中心でした！先生方は、文

法よりもまずは「自分の言葉で話してみる」ということを

大切にしてくれます。授業冒頭はまず『昨日何をしていた

か』等、１人ひとりに先生が質問をする所から始まります。 

皆身振り手振りを交えて出来事を伝えました。 

 

 

授業は様々なテーマで進められます。 

>Transport       >Culture            

>Direction       >Weather 

>Presentation    >How to say 

>Comparisons         ‥‥ 

                         (Direction の授業中♪→) 

 

 

どのテーマもイギリス生活を送っていく中で 

勉強になるものばかり！授業中はもちろん All English

ですが、アクティブに動きながら学習をするので授業中

は笑顔が絶えませんでした。そして授業を受け続けてい

くうちに皆自ら発言するようにもなりました。Reading 大

学での授業を通して『英語を話すことの楽しさ』を全員が

感じたと思います。 

また、ホストファミリーとの会話で今日の授業について

話す場面が沢山ありました。毎日の授業は会話のネタにも

なりました☆ 

  

English  
14FS141   小泉 佑季 

14KC122  武田  朋恵 

Turn left, Go round the roundabout…  

 
最終日に行うプレゼン内容

を考え中… 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0iSmh95WPUwAoFKU3uV7/SIG=12tii408g/EXP=1457510694/**http:/www.sozai-library.com/wp-content/uploads/2013/08/01201-450x337.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0g7.h95W.QgAimKU3uV7/SIG=1287shcit/EXP=1457510782/**http:/illpop.com/img_illust/school/supplise_a06.png
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最終日には１人５分のプレゼンテーション発表が課題としてありました。それぞれ授業合間や休み時

間を使い自分たちの力で Reading 大学の学生に英語でアンケート調査をしました。先生方は丁寧な質問

の仕方などもしっかり教えて下さるので自信をもって調査できました。プレゼンテーションのテーマは

自由なので好きなものや気になっていることなど、それぞれが関心を寄せていることをテーマとして選

んでいました。  

 

～みんなのテーマ～ 

 

 

 

 

 

 

 

プレゼンテーション発表では緊張するかと思いきや、１人１人が

堂々と皆の目を見て笑顔で発表をしていました。グラフを入れて結

果を分かりやすく示したり、ビデオを取り入れたり、問いかけをし

たり等、工夫された点も多く見られました。どうやったら皆を惹き

つけられるか、プレゼンテーション能力を磨くいい経験にもなりま

した。また、イギリスと日本の違いを皆の発表から学ぶこともでき

ました。 

 

 

 

 

発表後は教室で小さな修了式が行われました。修了証

を受け取る時は寂しさと嬉しさが入り混じったような

気持ちでした。中には、もう先生とお別れという

事もあり涙するメンバーも…。 

皆で無事にこの program を終えることができて 

本当に良かったです。 

  

 

Presentation 

Sport Praise in education 

in UK 

Illustrated books 

Football 

Music 
Tea 

Charity 

English Snacks 

Marriage 

Certification  
Ceremony  

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivbWPvd5WEyoAEhiU3uV7/SIG=13oaajqh3/EXP=1457524495/**http:/3.bp.blogspot.com/-oQsDA5kxgIY/UZRV_TUbcEI/AAAAAAAAStA/2yBstEM49Gw/s800/sotsugyo_hanataba.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimVG6vt5WNXsA60OU3uV7/SIG=11q4gmekd/EXP=1457524794/**http:/illust-hp.com/img/kirahure3.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimVG6vt5WNXsA60OU3uV7/SIG=11q4gmekd/EXP=1457524794/**http:/illust-hp.com/img/kirahure3.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivcG7puFWGxsA_TqU3uV7/SIG=12gjuolkr/EXP=1457715259/**http:/pds.exblog.jp/pds/1/201403/10/18/e0170118_2143771.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivcG7puFWGxsA_TqU3uV7/SIG=12gjuolkr/EXP=1457715259/**http:/pds.exblog.jp/pds/1/201403/10/18/e0170118_2143771.jpg
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授業が早く終わった日

には Reading 駅付近で

お買い物 

 

14KC178 渡邊美奈穂 

                                   14KC147  藤森理那 

 

  ある 1 日・・・ 

 

6：30 起床 

 

7：45 朝ごはん 

 

8：30 歩いて Reading 大学へ 

9：00 授業 

12：30 Reading 駅方面へ Shopping ♪ 

 

18：30 帰宅 

 

19；00 夜ごはん 

 

21：00 Free time ＆ シャワー 

 

23：00 就寝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家を出る前にホストマザー

に、帰る時間と夜ごはんを

食べたい時間を言ってから

大学に行ってました。 

夜ごはんの時間はホストフ

ァミリーとのおしゃべり

Time！1 日の出来事や、日本

での生活など毎日おしゃべ

りしてました。 

Free time は宿題やプレゼンの

準備、Free day の予定を立てる

など、有効活用しよう★ 

＊猫と遊んでみるのもよし！⤵   

授業に遅れないように、夜更

かししすぎないように！！ 

お洗濯 

私たちは洗濯機を使いたいときにホストマザーに言って使わ

せてもらってました。自分の洗濯物は 1 つのネットに入れて

3 日に 1 回くらいまわしてました。乾燥機も毎回まわしても

らっていたので洗濯した服たちはほかほか☺ 

＊家庭によっても習慣が違うのであくまでも参考までに！！ 
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♥ 

食事(meal)  

 朝は、パンとシリアルが多いです。ジャムとシリアルの種

類が豊富なので毎日食べていても全く飽きません！夜は一

枚の大きめのお皿に夕食が出てきます。遠慮せずたくさん

食べましょう。また、夕食後はデザートが出てきます。手

作りの焼き菓子やフルーツ、ヨーグルトなどです。イギリ

スは食べ物がまずいと聞

いていましたが、美味し

いです！！！また基本的に食事のときはフォークとナイ

フを使います。不安な方は日本で少し練習していくと安

心です（笑） 

 

アドバイス(advice) 

 玄関がないお家が多く、家の中を靴のまま歩きます。なの

でスリッパがあると便利です。家庭にもよりますが、私たち

は”靴脱いでいいわよ、私たちはスリッパはいてるから！“と

いわれたので、部屋着の靴下で生活していました。他の家庭

では初めからスリッパを出されるところもあるので様々です。 

最初は緊張してなにを話

せば良いか、なんて言っ

ているのかわからなくて大変だとは思いますが伝えよう

と頑張るときちんと伝わります！たくさんお話をしまし

ょう！自分の家族をすると盛り上がります。 

 

なにより忘れていけないのは！！！ 

     

   感謝の気持ちです！！！！ 

    たくさん Thank you をいいましょう♥ 
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FOOD 
                   〜HOMESTAY〜       14KC178 渡邊美奈穂 

                                                                    15ET080 工藤優希 

BREAKFAST 

朝食は毎朝トーストとシリアル！ 

English tea も毎朝いれてくれました。 

ティーポットにはかわいいカバーが♡→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリアルは種類がたくさんあって、 

毎日食べても飽きませんでした！→ 

 

 

DINNER 

 

イギリスって「ご飯がおいしくない！」なんて聞いていましたが、そんなことはありませんでした！ 

毎日ホストマザーがおいしい DINNER を作ってくれました！ 

 

←ボロネーゼのパスタ 

 

ラザニア→ 

 

←スパニッシュオムレツ  

 

マッシュルームライス→ 

 

などなど・・・おいしい料理たち★ 

 

←ホストファミリーに日本のカレーライスを作ってみた！ 

意外と好評いただきました★ 

ちょっぴり日本が恋しくなった頃に作ってみてはいかが？！ 
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~ENGLISH FOOD~ 

 

 

・大学のカフェテリア 

カレー、パスタ、パンなど何でもあります。中でも人気だったのが焼きそば。自分で野菜を取って、肉の種類と味付けを言

えば目の前で作ってくれます。もちろんフィッシュ＆チップスもありました。うまかったです。 

 

 

 

 

・AFTERNOON TEA 

筆者が free day のときにいただきました。これはもうイギリスといえば！ですよね。憧れですよね。イギリス行ったら絶対食

べたほうがいいものの一つです。ケーキ、スコーン、サンドイッチをミルクティ

ーと一緒に食べます。2 人前で 1 セットです。£30 前後です。とてもおい

しかったですがものすごくボリューミーでした。これを食べに行く際は昼ごは

んを食べないほうがいいでしょう。どんだけ食うんだよイギリス人は。 
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・PUB 
これもイギリスならではですよね。やっぱりイギリス行ったらパブ行かなきゃですよね。バーでもなくカフェでもない、「パブ」の

雰囲気はとても異国情緒あふれるものでした。ああいうところで酒飲めばうまいんだろうね（筆者は未成年でしかも

ATSUKO 先生がついていたのでアルコールは摂取できませんでした残念でした） 
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✈AIRPLANE 
 仙台から夜行バスで東京へ、成田空港から約 12時間でイギリスのヒースロー空港に着きました。機内

では 3人ずつで座れたのでおしゃべりもできるし、映画をみたりゲームをして過ごせます。イギリスの

時間に合わせて照明が暗くなるので眠れない人は眠れなかったかもしれませんが、見たところ全員しっ

かり眠れていた気がします。機内での食事は２回で、２種類から選ぶ形でした。出発前に「美味しくな

い」と聞いていたので身構えていたためか、結構美味しく感じました。それ以外にもお菓子やアイス、

飲み物も時々来るので空腹感なく過ごせましたが、必要であればお菓子などを持ってくると良いと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

🚄TRAIN 
レディングからロンドンの各駅に行くには、一度ロンドンのパディントン駅を経由する方法が主でし

た。レディング駅からパディントン駅までは高速列車が通っています。そこからは色ごとに分かりやす

く表示されていて、分刻みで走っている地下鉄に乗り、ロンドンの各駅に向かうと最も効率がよいと思

います。ロンドンに観光に行く際は、レディング駅で『1 日トラベルカード』を購入することをお勧め

します。3 人以上でグループ割が可能です。この券を購入すると、以下のロンドン市内の交通機関を自

由に使用できます。 

    ＊地下鉄、オーバーグラウンド 

    ＊ロンドン交通局バス 

    ＊サウス・ロンドン・トラム(路面電車) 

    ＊ドックランド・ライト・レイルウェイ (DLR) 

地下鉄には右のように各路線の表示が丁寧にされて 

いるので分かりやすいです。また、街中に分かりやすく 

赤い丸の標識があるので迷うこともないかと思います。 

東京の地下鉄よりも分かりやすいかもしれません！ 

 お勧めだと紹介はしましたが、ロンドン観光のときに 

地下鉄内で物乞いをしている男性や、座っている席の隣 

にお金が欲しいという内容の手紙を置いてお願いしてく 

る女性もいたので気を付けなければならないこともあるかもしれません…！ 

12KC057 菊地晴香 

14KC080 佐藤梓歩子 
 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎Ｂｕｓ 

Reading 市内はバスが通っていて、バス移動が便利です！例えば「Reading 大学から Oracle」「Reading 大学から Reading station」など。料金は一律

で、以下の通りです。Solo は 19 歳以下が該当するので、私たちは adult の値段でした。また、グループ割もあり、3 人で￡5 でした！ただし、チケット

は１枚しか渡されないので、３人で行動するときにお勧め。日本では「○○行」と表示されていますが、イギリスでは番号で書かれています。事前に何

番かチェック！また、降りるときは周りの風景を見てボタンを押さなければなりません。アナウンスなし。乗り過ごしに注意！ 

＜バスの乗り方＞ 

おつりがないようお金を準備する→バスに乗り、運転手さんに「Hello! Single/Return/Group ticket please?」と言う→料金ボックス(下の画像の銀色の

ところ)にお金を入れる→チケットが発行されるので受け取る※降りるときはチケット必要ありませんが、往復の人は帰りも使うので無くさないように。 

 

◎Ｔａｘｉ 

朝早い時や夜帰りが遅い時に Taxi を利用していました。予約をする時には、電話が必要なので大学を通して予約をしてもらっていました。料金は大学で

予約をしてもらうと一律で一人￡10 くらいで乗ることが出来ました。Reading station から家までは￡8 でした。ただ、道に迷ったりするとその時間も

料金が加算されるので注意！信頼性の高い Taxi は、大学で予約してもらったものか Reading station の前に停まっている Taxi です。 

＜Taxi の乗り方＞ 

自分が住んでいる家の Road 名を言います。近くまで来たら House number を伝えます。お金は後払い！予約でなかった場合は、チップも一緒に添えて

お金を払うのが◎です。 

◎Ｂｉｃｙｃｌｅ 

Reading 市内で使える自転車です！Reading 大学内にも設置されています。自転車を戻す場所は元に合った場所じゃなくてもＯＫ。ただし、戻したい場所

の自転車置き場が開いてなかった場合、別な場所を探さなければなりません。また、事前にネットでの登録が必要なようです。料金やマップ、サイトなど

は画像に記載してあるので見てみてください。 
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School visit 
 

14KC080 佐藤梓歩子 

14KC147 藤森理那 

12KC057 菊地晴香 

  

School 1 Woodley CofE Primary School  

             23/Feb/2016 

 

 １校目のこの学校では、初めに全員で学校内の見学と朝礼の見学をし、その後３人１組に分かれて EYFS

（4～5歳）、KS1（6～7歳）、KS2（7～9歳）のクラス見学と日本の紹介企画を行いました。お昼は学校

の給食をいただきました。とても元気な子どもたちで、笑顔いっぱいのあたたかい学校でした。 

 

＊算数・理科・英語の強化が顕著(掲示板など) 

＊先生との距離が近い 

＊ほぼ前に集まって床に座っての授業 

＊机の配置は常にグループ 

＊勉強の出来によって席が決まる(保護者容認) 

＊亡くなってしまった子どもへの偲びとして 

先生方による窓のイラスト(写真３枚目) 

＊ゲーム感覚の授業(スクリーン) 

＊先生と１対１で見極めテスト 

＊昼休みは先生方もプライベート時間 

＊昼休み中は保護者等が見回り 

＊合唱曲はポップなものが多い 

＊子どもに合わせたプリントづくり(３種類ほど) 

＊文房具などすべて学校支給 

＊１クラスに先生が２～４人ほど(担任＋アシスタント) 

＊教室内にコンピューターがあり、ICをやりたい児童は 

自由に使える 

＊「週に〇〇(教科)を〇時間やる」という決まりだけ 

 いつまでに終わらせるということはない 

たくさんの気づきがあり、非常に有意義な school visitとなりました。子どもたちはもちろん、先生

方も生き生きと、余裕を持って笑顔で楽しそうに生活している印象を受けました。 
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School 2  St Edmund Campion School 

25/Feb/2016 

学校に着いてから少し校舎を見回りました。午前は授業

を２回見学し、授業の前にそのクラスの児童が私たちを

迎えに来てくれました。1 回目と２回目の授業の間の

Assembly にも出席し多くの聖歌を聞きました。綺麗な

歌声でとても癒されました。 

←（お月見の掲示物） 

 

 

午後は日本語のクラスの

授業を少し見学したあとは 

日本から準備してきた出し物を発表しました。 

そして児童３〜４人に対し学生が１人ついて折り紙を教えた

り、児童の名前を平仮名で書いてあげました。 

初めは緊張していた児童も最後には、質問をしてきたり笑顔

になったりとその変化が嬉しかったです！   

          (日本語クラブの紹介)↑ 

 

 

 

 

 

 ＼Thank you so much!!／   
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私たちは、２つのチームに分かれて

訪問しました。セキュリティがしっか

りしており、パスポート、犯罪経歴証

明書を提示した後、携帯電話を預けて

見学をさせて頂きました。各クラスを

見学させて頂き、その後、１人１クラ

スずつに分かれて１時間程じっくり

見学をしました☺ クラスや時間に

よって、子どもと触れ合う時間がたっ

ぷりあった人や、Lunch Timeでご飯に

一生懸命な子どもの姿を観察した人、

午睡の子どもの姿を観察した人など

様々だったようです！ 

 

◎Q&A 

 

・なぜカーペットと床を分けているのか？ 

→床：洗濯しやすいので、絵や制作をする際に便利。 

 カーペット：家にいるような温かい感覚が得られるから。 

・食べる時に気を付けていることは？(遊び食べをしている子どもが少なかったので) 

→座って楽しく食事をすること、テーブルマナー、よく食べたらよく褒める 

・未満児でも食事の大きさが大きいが、どうして？食べられるの？ 

→親の意思で、小さくしてほしい子には小さく切って出す。また、子どもが手で持って食べやすいので大きめに出す。新しい食べ物

を出すときには小さくして出している。 

・子どもの好き嫌いをどうやってなくしているのか？ 

→イギリスは多国籍国家ため、宗教の関係から配慮が必要な子どもがいる。そのため、無理に食べさせようとはせず、保護者と相談

しながらその子に合わせて決めている。 

School 3  RUSU Nursery 

              29/Feb/2016 

 

 

 

 

  

◎Staff structure 

 

Management Team and Non-contact staff : 7 

Daisies Team : 13 

Poppies : 9 

Pre-school : 7 

University students(学生アルバイト) : 4 

 

◎ Picture books recommended by teachers  

◎ by the teacher 

◎Picture books recommended by teachers 

 “The Very Hungry Caterpillar” 

 “The Gruffalo” 
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ロンドンアイっていうすごくでかい観覧車。乗る前に 持ち物

検査されますので凶器等の持ち込みはできません。写真 を見て

分かるとおり、20 人くらい乗れます。でかい。ロンドン の街が

よく見渡せるガラス張りの観覧車は高所恐怖症の人にと っては

地獄でしかないのかも・・・私は楽しかったが。ロンド ンアイ

の周りはおみやげ屋さんがたくさんありました。 

 

そして、 かの有

名なビッグベン。テムズ川のすぐそばにあるイギリスを代

表するこの建物は国会議事堂として使われている。こうい

う有名な建物とか見るとテンション上がりますよね。でも

めっちゃ曇ってたね、風も冷たかった。右下の写真のサル 

はロンドンアイの周りのお土産やさんで買いました。 

旅のお供におすすめです。かわいい。 

 

 

 

 

 

 

 

14FS295 Risa Hongo 

15ET080 Yuki  Kudo 
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British Museum（＝大英博物館）は世界最大の博物館の一つであ

り大英帝国最盛期の 18世紀から 19世紀にかけて世界各国から集め

られた、貴重な発掘物や美術工芸品など約 800 万点が収蔵されてい

る。ロゼッタストーンやミイラなど教科書に載っているものがたく

さん！しかし、とにかく中は広く、迷子になってしまうほど。一通

り歩くだけで疲れてしまいます・・・。ある程度見たい物を下調べしとくと時間を有効に使うことがで

きると思います◎有料ですがマルチメディアガイドを借りることができます。私たちは借りなかったの

ですが、何せすべて英語表記なので何の作品なのかさっぱり・・・。このガイドを借りればさらに大英

博物館を楽しめると思います！ 

敦子先生お気に入りの炒ったピーナッツ入口で売ってます❤！➡ 

 

ロンドンで最も人気の観光名所の一つ であ

るバッキンガム宮殿は今でも王室として使われており公 務を

執り行う世界でも珍しい現役の宮殿です。警備がとても 厳重

で、銃を持った警官がいます。柵を登ろうとでもした瞬 間に

「バンッ！」と一発らしいので、決して登らないよう

に！！ 

 バッキンガム宮殿は衛兵交代が有名です。衛兵交代に は時

間が決まっているので、見たい人は時間を調べてからいくといいです◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節によって衛兵さん

が着ている服が変わり

ます！ 
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Sightseeing in Oxford!! 20/Feb/2016 
                                       14KC090  Yushi Sato 

                           14KC147  Rina Fujimori 

☆オックスフォード城☆ 

 ◎英名 Oxford Castle Unlocked 

 ◎住所 44―46 Oxford Castle、OX１１AY 

 ◎予算 10.25ポンド（学生 8.75ポンド） 

 ◎営業時間 10：00～16：20 

 ◎休業日 12月 24日～26日 

 

 オックスフォード城は 1072 年に建てられたお城で

す。14 世紀にお城は破棄され、それ以降はオックス

フォードの刑務所や処刑所として使われてきました。

当時のままの状態で残っているため雰囲気がありま

す。正直怖いです。敦子先生は「私は無理！無理！」といいツアーには参加せず待ってい

ました。そのくらいの生々しい雰囲気があります。 

オックスフォード城は、見学ツアーで内部の見学ができます。お値段は大人一人約１０ポ

ンドです。ツアーは、まずガイドさんに連れられお城の説明映像をみて、狭くて急な螺旋

階段を上って行きます。塔の上からはオックスフォードの町が見渡せます。ツアーの途中

には、記念写真を撮れたりします。 ツアー解散後は各自見学できます。その中では昔の警

察官の服装を着ることができたりします。写真も撮れます。しかしガイドさんの説明は癖

のある早口の英語のため正直わかりにくいです。自分たちも苦戦しました。しかし、英語

に余り自身がなくても、お城に興味がある方や、独特な雰囲気を体験してみたい方にはお

すすめできます。 
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☆Christ Church☆ 
◎予算 学生証を持っていきましょう！割引がききます。 

 

クライストチャーチカレッジはオックス

フォードで最大規模のカレッジで 1546年

にヘンリー8世が設立。キャメロンやサッ

チャーなど今までに多くの首相も輩出し

ています。また、不思議の国のアリスの

著者 ルイス・キャロルもここの卒業生

です。そのクライストチャーチのグレートホールがハリーポッタ

ーの映画撮影に使われました。グレートホールとは食堂のことで、

現在も学生や教授たちが使用しています。

なので、お昼は観光客は入ることができません。ハリーポッター好

きにはたまらない場所です！また教会もありステンドグラスがと

ても美しいです。ほんとに大学の中なのか？！っていうほど美しく

広く楽しめる場所です。 

 

☆Alice’s Shop☆ 
アリスショップはクライストチャーチからすぐそばの場所にあ

ります。中は少し狭いため、人が混雑すると身動きがとりづらい

です。店内には、アリスのイラストが描いてあるジャム、紅茶の

セット、雑貨、キーホルダー、絵本、 

トートバッグなど多くのものが売っ 

ていて友達へのお土産や自分へのお土産

などたくさん買ってしまいたくなります

（笑）実際に私たちはたくさん買いまし

た！ 

 

オックスフォードはロンドンより落ち着いた場所でマーケット

があったり、おしゃれなカフェがあったり歴史的建造物があ

ったり、観光もショッピングも楽しめる場所です。私たちが

行った時は工事しているところもあったので数年後また行っ

てみたいなと思いました！ 
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 Free day 初日にプレミアムリーグを観戦しに行きました。サウサンプトン・セントラル駅まではレ

ディング駅から電車で約１時間。サウサンプトンはイングランドのハンプシャーにある港町で、とても

のどかな町です。サウサンプトンは沈没した豪華客船「タイタニック号」の母港でもあり、少し歩くと

WestQuay といった大きなショッピングセンターがありショッピングや食事を楽しむこともできます。 

 

 

 

 セントメアリースタジアムはサッカー日本代表でもあ る吉田麻

也選手が所属するサウサンプトンのホームスタジアムで す。スタ

ジアムまでは駅から歩いて 30 分ほど。海風に吹かれな がら歩き

進めるとついにスタジアムを発見！試合開始４時間以上前に着いたのでとりあえずグッズを買おうとス

タジアムを一周…と、何やら選手を待っているであろう人だかりを発見。急いで吉田選手のユニフォー

ムを買い寒い中混じって待機…。すると、続々と選手が自家用車で現れスタジアム入り。サウサンプト

ンの選手はとてもファンサービスが良く、呼ぶと笑顔でサインや写真を撮ってくれました。しかしお目

当ての吉田選手が中々来ず…。そわそわしていると、たまたま隣にいたおじさんが「あれ吉田！吉田の

車だよ！」と教えてくれ、ついに念願のサイン＆写真を Get！優しいおじさんが「カメラ貸して！撮っ

てあげるよ！」と、とても素敵な写真をたくさん撮っていてくれました。サウサ

ンプトンファンの優しさに感激…。 

 

 

 

 

  

 ついに試合が開始！しかし私たちの座席はチェルシーの応援団の真ん中・・・。チェルシーファンは熱

狂的であるため、チケットの封筒には「絶対に敵チームの物を身につけてはいけないよ。」と忠告が…。

渋々ユニフォームを脱ぎ、心ではサウサンプトンを応援しつつもチェルシーファンと共に飛んだり跳ね

たり応援を楽しみました。日本とは比べものにならないほどの熱烈な応援に圧倒されつつも夢のような

時間を過ごすことができました！ 

 Free Day in Southampton 

14FS295 Risa Hongo  
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 Free day の１日目は Haruka & Tomoe でイングランド中央に位置するコッツウォルズ地方に行って

きました。この地方にはおとぎ話に出てくるような可愛らしい村が数々存在します。私たちは日本人ツ

アーに参加してコッツウォルズの４つの村を巡りました。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コッツウォルズは「羊の丘」を意味します。その名の通り、村に向かう途中のバスの中からは、羊の群

れを見ることができました！とにかく美しく、心の底から癒されるこの地にいつか足を運んでみてくだ

さい。絵本の世界に飛び込んだような気持ちになります♪ 

Cotswolds 
～Free day～ 

14KC122 武田 朋恵 

①バーフォード ②バイブリ― 

③ボートン・オン・ザ・ウォーター ④ブロードウェイ 

この村はコッツウォルズの門と呼ばれ

ており、多くの可愛らしいお店が立ち並

んでいました。カフェや雑貨屋さん、ア

クセサリー屋さん等どのお店を眺めてい

て も 飽 き ま せ ん で し た 。 私 達 は

HUFFKINS というお店で有名なハンド        

メイドのバックを買いまし 

た。可愛らしいデザインで 

愛用しています！ 

 

 

ｊ 

 

 

 

この村は「イギリスでもっとも美しい

村」と芸術家のウイリアム・モリスに

称えられたコッツウォルズらしい風景

が広がる村です。田舎の村の美しさに

私達は心が奪われました。ぜひ人生で

一度は訪れてほ 

しい場所です！ 

この村は観光や撮影のスポットとして

コッツウォルズの中でも特に人気の村

だそうです。お店が多く立ち並び、地

元の方や観光客で賑わっていました。

私達は「スモール・トーク」というカ

フェで Cream Tea を 

頂きました♪とても美 

味しかったです。お店 

では、クリームチーズ 

なども販売されていま 

した。 

この村には広い High St.沿いに壇蜜色

のライムストーンでできたお店や住宅

が立ち並んでいました。村の真ん中に

は川も流れ、時間がゆっくりと流れる

ような村でした。今回は行けなかった

のですが、この村の丘の上にはブロー

ドウェイ・タワーがあり、そこからは 

コッツウォルズの 

丘陵地帯が一望で 

きるそうです！ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1IXR795WhWkA1hSU3uV7/SIG=12cfg1h0f/EXP=1457537361/**http:/www.asahi-net.or.jp/~yt7n-isi/illust/04/02/01.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1IXR795WhWkA1hSU3uV7/SIG=12cfg1h0f/EXP=1457537361/**http:/www.asahi-net.or.jp/~yt7n-isi/illust/04/02/01.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0M9nAN9W02oAYSaU3uV7/SIG=12cc6du2m/EXP=1457541607/**http:/img01.gatag.net/201507/03dpoid/gatag-00009341.png
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 14FS141 小泉佑季 

 

 

Free Day にロンドンを訪れたメンバーは事前にチェックしていた世界遺産やマーケット、カフェ、ヴ

ィンテージショップなどに行ってロンドンを満喫しました！！ 

ロンドン市内へ行くなら、事前に駅で 1 日乗車券を買っておくとバスも地下鉄も 1 日自由に乗れるので

便利ですよ。 

 

☆Borough Market☆ 

オーガニックフードを扱っているバラマーケットで朝ごはんを

食べました！生鮮食品やチーズ、ケーキ、パン、、、、美味しい食

べ物がたーくさんあって試食もできます。（笑） 

特におすすめはチーズサンドです！ぜひ食べてみてください。 

 

 

 

☆Vintage Shop☆ 

あるメンバーはロンドンの古着屋さん巡りをしました。 

ショーディッチハイストリート駅の近くの通りにはヴィンテージショップが 

ずらっと並んでいてかわいいお洋服や小物がたくさん売られていました。 

ショップはとても広くて大きいため、まるで宝探しをしている気分。 

お気に入りを見つけて楽しいショッピングになりました！ 

 

 

 

 

 

☆King’s Cross Station☆ 

ロンドンのキングスクロス駅には、ハリーポッターでホグワーツの学生たちが

9 番線と 10 番線にある壁にカートを押して消えていく場面を再現した撮影ス

ポットがあります！ 

映画と同じシチュエーションで写真を撮ることができ、隣にはハリーポッター

グッズが買えるショップもあります。 

実際に写真を撮ったメンバーは大体 1 時間くらい並んで写真を撮りました（笑）

ハリーポッター好きの人はぜひ行ってみてください。 
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Preparation for Trip & Notes 

 

◎電化製品は、海外対応のものか、変圧器を準備するようにしましょう。 

イギリスの主な変圧器のタイプは BF タイプです。しかし、変圧器を使ってもドライヤーが火を噴く人

も数人いました（笑） 

◎スーツケースに荷物を詰める際は、帰りのお土産の分のスペースを空けておくとよいです。機内には

手荷物二つ持ち込めます。大きめのバックをお勧めします。 

◎日本のシャンプーは泡が立ちにくいです。ちなみに僕は日本円で１００円くらいのシャンプーを買い

ました。 

◎絶対に忘れてはいけないものは、リストアップして確認しながらパッキングしましょう。 

 

Traffic 

◎道路が狭いので歩行者道路の端を歩くようにしましょう。 

◎車のスピードが速いため、絶対に信号無視はやめましょう。 

◎バスのチケットは乗車時の購入となります。おつりが出ないた

め小銭の準備は早めに行いましょう。また、グループ割引などい

ろいろな割引があります。確認しておくとお得です。 

◎土日はバスの本数が減り、時間も変わります。しっかり確認し

てから出かけるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

Notes 

◎レディング大学はとにかく広いです。 

教室を間違ったりしないように！ 

また、自分は分からないときは学生に聞いていました。レ

ディング大学の学生はみんなとても優しいです。安心して

尋ねてみましょう。英語を話せるチャンスです。 

◎折り畳み傘は便利です。イギリスは風が強いため少し丈

夫な傘を持っていきましょう。 

◎イギリスの美容室や床屋は日本人の堅い髪に慣れていま

せん。注意してください。 

14KC090  Yushi Sato 
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ADVICE 
14KC178 渡邊美奈穂 

£MONEY£                        

★ お金は現金とクレジットカードの両方持ちが安心！ 

★ クレジットカードは JCB だと使えないお店もあるようなので、 

VISA カードをオススメします。 

★ NEOMONEY は、先に Suica などのようにお金をカードにチャージしておくカードで、それも

VISA のクレジットカードが使えるお店では同じように使えます。 

→使う時には「It’s swipe card.（スワイプカード）」と一言店員さんに言ってください。 

＊ どちらのカードも作るのに２週間から１か月かかるので早めに準備を！！ 

＊ Reading 大学の中にカードから現金をおろせる場所があります。  

 

HOMESTAY 

☆ 電化製品は 240V まで対応しているか確認していきましょう。変圧器はうまく使えない場合がある

ので、ドライヤーなど、海外対応のものを持っていった方が楽かも！ 

☆ 朝ご飯は家庭によって、家にあるものを自分たちで用意して食べるように言われることもあります。

（私のホームステイ先では、朝がとても早い日は自分たちでトーストを焼いて食べていました。） 

☆ シャワーは硬水のため日本のシャンプーはほとんど泡立ちません。現地のドラッグストアーのような 

ところでパンテーンやハーバルエッセンスなど、日本でもおなじみのシャンプーが買えます。 

☆ 洗濯は３日に１回くらい、好きなときにホストマザーに一言声をかけてから自分たちでかけていま 

した。家庭によってばらつきがある可能性があるので、下着など多めに持っていった方が安心！ 

＊ ホームステイ先の家族とのコミュニケーションは大切にしましょう♪感謝の気持ちを持って生活し、

最終日には Thank you card を送りましょう！（ちなみに、今年は一緒にお花をプレゼントした人が

多かったです。） 

 

 

 

 

 

 

 

STUDY 

★ ノート、電子辞書必須！！！！ 

★ プレゼンは PC でパワポを作ります。プレゼンでは大学内で学生にインタビューをした統計をもと 

に発表をします。インタビューは図書館ないでやると注意される（された(T_T)）ので図書館以外の 

場所でやりましょう！絶対！ 

★ あとは・・・とにかく楽しむ♪
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＜絶対に忘れてはいけないもの＞ 

パスポート 

ビザ 

お金（ポンド・日本円・クレジットカード） 

ホストファミリーへのお土産 

 

＜衣類など＞ 

下着（５日分以上） 

服（小学校訪問の際に着る服を含む） 

タイツ、ストッキング 

靴下 

パジャマ 

履き慣れたスニーカー 

学校訪問用の靴 

 

＜生活用品＞ 

バスタオル 

ハンドタオル 

歯ブラシ 

歯磨き粉 

シャンプー・コンディショナー 

ボディーソープ 

メイク落としシート 

洗顔フォーム 

化粧水・乳液 

ボディークリーム 

ハンドクリーム 

リップクリーム 

化粧品 

鏡 

くし 

ポケットティッシュ 

ハンカチ 

携帯の充電器 

PC・充電器 

 

＜学校に行く時に必要なもの＞ 

大学から渡されたファイル 

大学の時間割 

筆記用具 

ノート 

Wi-Fi 

 

＜あると便利なもの＞ 

洗濯ネット 

ハンガー 

ホッカイロ 

ウェットティッシュ 

のど飴 

お菓子 

薬 

絆創膏 

日焼け止め 

爪切り 

雨具（傘 or レインコート） 

電子辞書 

メモ帳 

斜めがけバッグ 

サブバッグ 

変圧器 

変換プラグ 

生理用品 

水（500 ㎖） 

ガイドブック 

ドライヤー 

Thank you card 

はさみ 

のり 

 

＜パスポート再発行に必要なもの＞ 

パスポートのコピー 

証明写真 
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