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健康科学部第３回オックスフォード大学海外研修報告書 
 
 
はじめに 
 

私たちは、3 月１２日から 3 月２５日の約 2 週間、教員 1 名、健康科学部保健看護学科７名、リハビリ
テーション学科６名でイギリスのオックスフォード大学での海外研修に参加してきました。 

語学や文化の学習だけでなく、現地の病院を見学させていただいたり、イギリスの医療制度や医学英語
の学習をしたりと、健康科学部に適した貴重な体験をさせていただくことができました。特に病院見学
では、現場の医療スタッフの方にお話を伺うことができ、オックスフォード大学大学院在学中の日本人
の方に通訳をしていただくことでさらに内容の濃いプログラムとなりました。大学での授業は、現地の
先生がとてもやさしい方々で、質問のしやすい和やかな雰囲気の中で楽しい授業をうけることができた
と思います。 

日常生活ではほとんどの時間を RA と過ごし、たくさんの思い出をつくることができました。フリータ
イムの時間には、カラオケやイースターエッグハント、クイズ大会などのさまざまな企画をたててくれ
たり、夜にバーに連れて行ってくれたりしたので、毎日が充実した日々であったと振り返ります。オック
スフォードは大学のほかにたくさんのお店や観光スポットがあり、フリーデイやちょっとした空き時間
に観光することができました。日本でいうコンビニのようなお店やスーパーも寮の近くにあるので、飲
食物や洗剤などの日用品は現地で揃えることができます。ですが、スポーツドリンクや薬などは現地で
の調達が困難なので、日本から持っていく必要があります。また、RA や先生へのお土産として日本のお
菓子や折り紙などを持っていくととても喜ばれると思います。 
 これから研修に参加される方々は、外国へ短期留学することに対して不安や心配なことがたくさんあ
ると思います。特に、治安やテロには不安を覚えていると思うので、事前学習などで事前にテロに関する
知識と対策を身に付けてから出国することが望ましいと感じます。 

この研修はとても楽しく勉強になるプログラムなので、充実した 2 週間を過ごすことができます。 
以下に今回の研修で学んだことや感じたことなどを学習、生活、観光の 3 つの分野に分けて述べてい

きます。今回の研修内容をまとめるとともに、次回参加する方々の参考資料になればと思います。 
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                          鈴木 壱心 
 
Oxford で生活するうえで必要な準備物、お金、あると便利なもの、知っておかなければならないことを
ここに記載する。準備段階が１番大切になってくるため、これからイギリスへ飛び立つ方は目を通して
おいてほしい。 
チェック BOX を設けておくので準備の際に使ってほしい。 
 
【持ち物について】 
□パスポート□普段着（４～５日分）□部屋着（２日分）□正装（スーツかドレス）□下着（１週間程度） 
□靴下 □スニーカー □スリッパ □正装時の靴 □鞄 □洗面用具 □シャンプー・リンス 
□洗顔用具 □歯ブラシ □歯磨き粉 □ドライヤー（海外用） □変換プラグ □充電器 
□日本のお土産 □薬（風邪薬、頭痛薬など）□折り畳み傘 □現金 □キャッシュカード 
□保険証（コピー） □箱ティッシュ □髭剃り（男子） □化粧品（女子） 
□生理用品 □マスク（機内で着用） □ヘアーアイロン 
□洗濯ネット □ハンガー（数本）□体温計 □熱さまシート □圧縮袋（必要なら）□お土産袋 
□パソコン □バスタオル □防寒着 □マフラー □カイロ □筆記用具 □電子辞書  
□メモ帳 □USB メモリー □延長コード □消臭剤、制汗剤 □ウェットティッシュ 
 
・洗濯は Oxford の寮で洗濯ができる（有料）ため多くても１週間分あればよい。 
・道路が石畳みなので歩きやすいスニーカーなどが望ましい。 
・勉強の道具などを入れるリュックと買い物用の小さい鞄もあるといい。（リュックサックだけでもよい） 
・お世話になる RAs や先生方に日本のお土産を買っていくことが望ましい。お菓子などうける。 
・雨や雪が降るため折り畳み傘や防寒着はあったほうがよい。マフラーをわすれると意外と寒くて大変

である。 
・気候や疲れから風邪をひく人が出る可能性があるので各自風邪薬はもつこと、おなかが弱い人は整腸

剤、偏頭痛もちなどのひとは頭痛薬など。 
・パソコンは PowerPoint での発表があるためもっていくこと。 
・バスタオルは３日に１回交換してくれるが、気になる人は自分用のを持っていくことをお勧めする。 
・イギリスでもティッシュは買えるが固いため日本から持って行ったほうが良い。 
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＜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そうするとよい。 
3） 
もしも現金だけもっていってなくなった時のことを考えて日本円もわけて持っていくとよい。イギリス
で換金することができる。またポンドを円にするときはコインの還元はしてくれないためできるだけコ
インは使い切ってくること。 
 
＜機内への持ち込み＞ 
機内に持ち込むものは重要なので再度記載する。 
(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 
 
＜液体物の機内持ち込みについて＞ 
・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 
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＜機内の危険物の持ち込みについて＞ 
ナイフ類や、飲み物、スプレーなどは機内持ち込みが禁止されているため何が持ち込み禁止か事前にし
らべておくこと参考までにナショナルエアポートの URL を添付しておく。 
液体物の持ち込みについて（国際線） https://www.narita-airport.jp/jp/security/liquid/ 
 
 
＜その他＞ 
機内では 12 時間くらい搭乗しているため、暇な時間ができる。そのときは、事前に携帯やタブレット、
パソコンに映画やドラマなどを購入またはレンタルして時間をつぶすことをお勧めする。 
また、トランプやなにかしらの遊び道具をもっていくと楽しい旅路になるはずである。 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.narita-airport.jp/jp/security/liquid/
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中原 奈美 

 
MEAL 
研修中は、朝昼晩とカレッジ内の学食で食べる。
ビュッフェ形式であり、食堂のスタッフに食べ
たいものの種類や量をいえば調整してとりわけ
てもらうこともできる。朝食は基本 English 
breakfast(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
られる。 
 
 
 
 
 
 
昼食、晩食は日替わりで様々なメニューが食べ
られる。イギリスの伝統的な料理から、アジア
ン料理、サラダやデザートもつくので毎日飽き
ずに食べることができる。休日の朝食は RA 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。  
しかしイギリスの料理は、脂っこいものや甘い
ものが多いので、万が一に備え、インスタント
の日本食を持っていくのもよいだろう。寮には
湯沸かし器もあるので RA に場所を教えてもら
って使うとよい。 
 
 
 
 
 

TEA BREAK 
授業の間の１５分間の休憩の時間には、Tea 
break time という時間が設けられており、紅茶
やコーヒーとともにお菓子を食べる。食べ過ぎ
るとその後のお昼が入らなくなるので注意！
(笑)またこの時間は RA との会話を楽しむこと
もできる。日本から持ってきた折り紙などを紹
介し、鶴などを折ったりしながら交流した。 
AFTERNOON TEA 
研修２日目には、イギリスの伝統的な TEA 
TIME を体験できる。これは Welcome party も
兼ねている。イギリス伝統のお菓子であるスコ
ーンや、カップケーキ、サンドウィッチなどと
紅茶を頂きながら、お世話になる先生方や RA な
どとお話をしながら楽しむ。服装はフォーマル
な恰好で、男子はスーツ、女子はドレスやワン
ピースで参加する。 
 
 
 
 
 
 
GALA DINNER 
GALA とは祭典、祝賀などを意味し、クリスマ
スイブや大晦日の様な日に提供される特別なデ
ィナーをさす。最後の寮でのディナーの際、研
修終了を祝って開かれた。お世話になったＲＡ、
先生方、看護師さんと共に豪華なコース料理を
いただける。他学校の学生も同時に Dinner を行
っており、最後には学校代表の学生がお世話に
なった方々に対して感謝の言葉を述べた。とて
もステキで感動的なディナーだった。パーティ
ーは、Afternoon tea と同様のフォーマルな恰好
で参加する 

Afternoon tea に欠かせ
ないスコーンには、赤い
ジャムとともにクロテ
ッドクリームが添えら
れる。 

English breakfast 
☝lunch 

☝Gala dinner  
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洗濯については寮に洗濯機・乾燥機があるのでそれを使用することができる。使用する際にはカー
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￡なので使用する際には１０￡分の
カードを購入した方がいい。ちなみに２￡のカードも購入することはできるが、なぜだか使えない
ので買わないほうがいい。また、友達２～３人ずつでシェアし、週に１～２回程度まとめていくと
節約できるためお勧めである。シェアする際は洗濯ネットをもってくると自分の洗濯物が分かりや
すくなる。洗剤に関しては日本から持ってくるのもよいが、洗濯水が日本とは異なることを考慮し
て、近くのスーパーで購入し友達とシェアする人もいた。部屋に干す際は、寮のクローゼットのハ
ンガーの有無や数は部屋によって異なるため、いくつかハンガーを持っていくこともお勧めする。 
またタオル類は寮から貸してもらえる。基本３日に一回のペースで取り換えてくれる。 
 
 
 
 
 
 

私たちの住む日本と、イギリスとではたくさんの文化の違いがあるが、気候などの環境の違いもま
たある。身体に少なからず影響を与えることもあるので事前に確認しておくことが重要となってく
る。まずイギリスは、北緯５０～６０度の間にあり、北海道よりも北に位置するため、寒いと思うか
もしれないが、メキシコ湾からやってくる暖流と偏西風により温暖気候になっている。特徴として
は一年を通して雨が多いことがあげられる。そして一日の天気が変わりやすいこと。急に雨が降り
出したり寒くなったりするので服装や雨具の準備が必要だ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure1  ロンドンと東京の気温差        Figure2 ロンドンと東京の降水量 
 

☚Laundry card 

 



8 
 

研修期間の３月はまだ寒い日も続く。私たちが行った２週間の間にも晴れて暖かかった日と、
冷え込んだ日があり差が激しかった。また日中雨は降らなかったものの、雪が舞うこともあった。
そのため厚手のコートや、気温の変化に応じて重ね着できる服装がよいだろう。外での活動もある
ので寒日に備え、手袋やマフラーがあるとなおさら良い。ホッカイロなどで温めるのも効果的だ。 
ちなみに室内は暖房がきいていて温かいのでトレーナー一枚で過ごすことができる。 
 
 
 
 
 
 

イギリスでは日本との環境の変化や疲れから、体調を崩すことも考えられる。実際今回の研修中に
も、高熱を出した学生、喉をいためた学生もいた。この経験から必要なものをいくつか紹介したい。 

・体温計 
・常備薬（バファリン・パブロンなど） 
・熱さまシート 
・マスク 
・スポーツドリンクの粉 
・OSI 

このようなものは事前に準備してもっていくことをお勧めする。 
栄養補給としては、近くのスーパーでカットフルーツやヨーグルトを購入するのもよいだろう。寮
には部屋によって冷蔵庫が備えつけられている部屋もあるのでシェアして使うこともできる。 
また、私たちは利用することはなかったが、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。去年研修に参加した学生の中
には実際に診察していただいた学生もいる。この時にトローチのようなものはもらえるが薬はもら
えないため、日本から自分に合った薬を持っていくことが重要だ。 

 

  

 

 

 

 ☚room 

部屋の匂いが気になる人はスプレーなどを
持っていくと良い。RA に相談すれば部屋を
変えてくれる場合もある。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1525918887/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uaW5jaGlzaG8wMS5jb20vaW1nLyVFNSU4OSU4RCVFOSVBMCVBRCVFNSU4MSVCNCVFOSVBMCVBRCVFNSU5RSU4QiVFOCVBQSU4RCVFNyU5RiVBNSVFNyU5NyU4NyVFMyU4MCU4MCVFOCU5NiVBQy5qcGc-/RS=%5EADB533HtQtD35PDV3qyVvgzCqmk7F0-;_ylt=A2RiomInW_JaQBQAUAqU3uV7
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       髙橋あみ 

【What is RAs】 

留学生のグループに男女一人ずつ現地の学生がつき、大学内を案内してくれたりオックス

フォードを案内してくれたりと、私たちの不安を取り除いてくれる存在である。また、同

世代であるため、堅苦しい関係ではなく友達感覚で付き合えるため、とても話しかけやす

く頼りになる。 

 

【Encounter with RAs】 

ヒースロー空港に着くと RAs が私たちを笑顔で出迎えてくれ、ヒースロー空港からオック

スフォード大学までは約 1 時間弱バスで移動する。大学に着くと大学で用意されたパンフ

レットに沿って、学生寮の説明や設備の使用方法の説明を行ってくれた。 

 

 

【Conversation in English】 

留学するにあたって、一番の不安はやはり言語の違 

いだろう。授業で扱う英語とネイティブが話す英語 

は発音も実際に話す言葉も違うため最初はとても戸 

惑った。しかし、RAs は私たちが聞き取りやすいよ 

うにゆっくり話してくれたり分かりやすい単語を選 

んだりと工夫してくれた。また、学生間で協力して 

英語を理解したり RAs に話しかけたり一人では不安なことも多いが、みんなで協力すると

楽しく会話できる。RAs とは授業以外は一緒にいる時間が多いため、積極的に話すことが
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自分の英語能力強化に繋がるだろう。 

【Activities with RAs】 

授業が終わってから夕食までの時間と夕食を食べてからの時間は自由時間だったが、そこ

で RAs が様々な企画を考えてくれた。他の大学の留学生と一緒にする企画もあった。オッ

クスフォードの街を歩いて有名な建物を見たり、イースターエッグハントをしたりなど、

地元の方と話したり自然とイギリスの文化に触れることが出来てとても楽しむことが出来

た。また、カラオケナイトやバーに行ったりなどもした。楽しい企画をたくさん考えてく

れたのでとても充実した 2 週間になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAs が 1 週間の予定をホワイ

トボードに書いてくれるので

これを見て行動する 
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【Living with RAs on weekdays】 

平日は基本的に朝食、ティーブレイク、昼食、夕食は RAs と一緒に過ごす。そのため、他

の RAs やその友達とも会話できるので、会話の幅が広がった。 

 

 

 

 

 

 

 

【Living with RAs weekend】 

研修期間の一週目の土曜日は他の学校の留学生と RAs と一緒にロンドンに行った。バスの

時間や美術館と博物館の時間も細かく決められてあり安全にロンドンを満喫できた。 

【Two week spent with RAs】 

イギリスにきて最初は不安ばかりだったが、RAs と一緒に過ごしていくうちに不安は薄れ

ていき、次第に RAs と離れたくなくなるくらい仲良くなることが出来た。語学研修と聞く

と堅苦しく聞こえるが RAs のおかげもあり、楽しく英語を話せて楽しくイギリスの文化を

体験できた。 

 

 
 

 

ティーブレイクの様子 日本から持ってきた折り紙を一緒にしたりもした↓ 
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The TFU 

students in 

Oxford 
飯塚 彩夏 

 この報告書では、私たちが本研修で訪問

した各施設の概要について報告する。 

オックスフォード大学 

 オックスフォードには、オックスフォー

ド大学という名前の建物はなくオックスフ

ォード市内に散らばっている 38 のカレッ

ジ(College)の学舎の総称を「オックスフォ

ード大学」という。それぞれのカレッジに

は、それぞれのしきたりやルールがあり、各

カレッジは自治と宗教との関りも深く、主

にキリスト教系の宗派である。 

 世界で 3 番目に古い大学であり、設立は

1167 年といわれているが、すべての施設が

一気に設立されたものではなく、長い年月

をかけて徐々に形成されたものである。世

界有数の名門大学として知られており、デ

ーヴィッド・キャメロン前首相などの 27 人

のイギリス首相、50 人以上のノーベル賞受

賞者、6 人のイギリス国王などを輩出して

いる。また皇太子妃雅子様や秋篠宮文仁様

など、日本の皇族の方たちの留学先として

も知られている。 

ハートフォードカレッジ 

 1282 年に設立されたオックスフォード

大学を構成するカレッジのひとつであり、

ジョナサン・スウィフトなどの著名人を輩

出している。今回の研修で私たちが講義を

受けた場所であり、交流した RAs もこのカ

レッジに通う学生である。校舎と学生寮は

溜息橋でつながっており、学生はここを行

き来している。カレッジの目の前にはオッ

クスフォード大学メイン図書館であるボド

リアン図書館がある。 
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溜息橋 

 ハートフォード大学の校舎と学生寮をつ

ないでいる、アーチ状の橋である。正式名称

を「ハートフォード・ブリッジ」といい、多

くの観光客に親しまれている。溜息橋とい

う通称はベネチアにある同名の橋に由来し

ており、尋問室と牢獄を結んでいて、罪人た

ちがため息をつきながらその橋を渡ってい

たことが名の由来だとされている。 

 

ボドリアン図書館 

 オックスフォード大学の図書館であり、

ヨーロッパでも有数の図書館で、イギリス

では大英図書館の次に大きい図書館とされ

ている。現在この図書館は原理的には図書

を参照する場所として機能しており、通常

図書は閲覧室から除去されている。オック

スフォード中心部にあるいくつかの図書館

と市外にあるいくつかの書庫から成り立っ

ている。イギリスに 6 つある法定納本図書

館のひとつであり、アイルランドのあらゆ

る出版物を複製する権利を有している。ブ

ロード通りの 5 つの建物を占有しており、

建設時期は中世後期のハンフリー公図書館

から 1930 年代に建設されたボドリアン図

書館新館まで幅広い年代に渡っている。 

 建物はハートフォードカレッジの正門前

にあり、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

あった。現在は同義の文章にサインする形
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態をとっているが、外部の利用者は現在で

も図書館入場に先立って宣誓文を口頭で詠

唱する必要がある。なお、受付には宣言を世

界中の様々な言語に翻訳した宣誓文があり、

英語を母語としていない者には自分の母語

で詠唱することを許可している。 

 

ラドクリフカメラ 

 ジェームズ・ギブスが設計した英国風パ

ラディオ式の建物であり、オックスフォー

ド大学の図書館の一部である。1737 年から

1749 年にかけて建設され、現在はボドリア

ン図書館の付属閲覧室となっていて、上階

閲覧室には、図書館の設立を企画したジョ

ン・ラドクリフの大理石像が置かれている。

建物と隣接している土地の保有権も 1927

年にラドクリフ財団から大学へと移された。

地下の書庫には約 60 万冊の在庫がある。な

お、カメラとはラテン語で「丸天井の部屋」

の意味を持ち、写真機の意味はそこから派

生したものである。 

 
 

クライストチャーチ 

 オックスフォード大学を構成するカレッ

ジのひとつであり、オックスフォード主教

管区の大聖堂である。1524 年にヘンリー8

世によって創設された。 

 このカレッジは、ルイス・キャロルの「不

思議の国のアリス」や、ハリー・ポッターシ

リーズなど数々の映画の舞台となっており、

観光客や映画ファンに非常に人気があるス

ポットである。映画の作品の舞台に触れる

のはもちろん、建築の造形美や時代も感じ

られるスポットである。 
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↑ハリーポッターのホグワーツ魔法学校の

食堂のモデルとなった Dining Hall 

 

聖母セントメアリー大学教会 

 オックスフォード大学の創設当初に本部

が置かれ、会合や式典が行われていた。13

世紀に造られた高さ 62 メートルの塔が現

存する最古の建物とされている。17 世紀に

建築家のニコラス・ストーンが手掛けたも

ので、バロック式の装飾が施されている。 

 この塔の上には展望台があり、そこから

街を一望できる。内部には白い壁とステン

ドグラスがあり、そこから漏れる光が教会

内を明るく照らしている。 

 

 
↑夜のセントメアリー教会 

 

For you 

 There are many old and beautiful buildings 

in Oxford. We went to some places. It is 

good experience for us. If you know the 

history in Oxford , you enjoyed visiting there. 

You can go to them between staying in 

there. You will have a good time like us. 
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授業について 
長岡杏奈 

初回以外、ふたつのクラスに分かれて行われた。先生はふたりいらっしゃ

り、ひとりがひとつのグループを教える。あらかじめグループ分けがされてい

て、クラスを決めるためのテストなどはなかった。内容は、医療や健康につい

て。プリントが渡され、クラス全員で相談しながら解き、先生が解説する形式

だった。毎日、90 分授業が 2 コマあった。プレゼンが近づくと、そのための授

業も行われた。普段の授業で教えていただいている先生ではないほうの先生が

担当してくださった。内容は、プレゼンの仕方についてなどであった。授業内

でプレゼンの内容を考えたが、プレゼンを作る時間はなかった。プレゼンが完

成してから読む練習をする時間は少しだがあった。 

もちろん授業はすべて英語で行われる。聞き取れない部分は多々あったが、

先生方も私たちが理解できるようジェスチャーなどで分かりやすいようにして

くださった。授業中は電子辞書を使用してもいいので、たどたどしくも言いた

いことは伝えることができた。せっかくの機会なのでぜひ、積極的に英語を話

してもらいたい。 
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                                  堀越 麻菜 

１．はじめに 

 私たちは、イギリスの医療について学ぶためにジョン・ラドクリフ病院を見学した。これ

から、見学内容について紹介する。 

２．John Radcliffe Hospital（ジョン・ラドクリフ病院） 

 ジョン・ラドクリフ病院は、オックスフォード市中心部から東に３マイル、ヘディントン

にある。また、ジョン・ラドクリフ病院はオックスフォード大学の４カ所ある附属病院の中

のひとつで、その中でも最大の病院である。オックスフォード周辺の事故や救急を担い、外

科サービス、精神疾患、集中的なケアなど幅広い医療を提供している。 

 周辺に医学部が多いため、医学生の研修拠点病院となっている。留学生の受け入れもして

いて、病院には様々な国から来た外国人スタッフが従事している。 

 

３．見学場所と学び 

 学生は２チームに分かれ、①Medical Wards(7A,7B,7C&7D)②Chest Unit(7E)③Stroke 

Ward 6B ④Short Stay Ward 6C(male)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 さんに同行していただき、より学びを深めることができた。 

 見学を通して、看護師が患者と関わる姿、看護師、理学療法士からの話を聞いて病院につ

いて学ぶことができた。病院内はカラフルで、特に小児病棟は絵が飾られていたり、鮮やか

にするなど工夫されていた。 

病院見学について 
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病院の現状として、年々高齢者が来院する割合が増加傾向にあり救急では８０％を高齢

者であるそうだ。自分で判断することが難しいため、軽い風邪でも病院に足を運ぶ人が多い。

そのため、常にベッド不足が生じているそうだ。 

 

４．おわりに 

授業で医療について学ぶだけでなく実際に附属病院を見学することで病院の現状を知る

ことができた。また、見学することで日本の病院と比較したり、類似点を探したりすること

ができるため、良い経験となった。 
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1.  

 

 

佐藤尚佳  宮内沙霧 
Ⅰ.はじめに 

 私たちは、イギリスの医療や看護について学ぶため、オックスフォード大学付属のジョン

ラドクリフ病院の見学を行うことが出来た。また、学内講義では看護師の Gemma 

Sedayon さんからお話を聞くことが出来た。ここでは、その Gemma Sedayon さんの

講義について報告する。 

 

Ⅱ.看護師による講義 

1） イギリスの看護教育・医療について 

看護師の資格を取得するために、The Nursing and Midwifery Council (NMC)の認可

コースを修了する必要がある。日本のように看護師国家試験を受ける必要はないが、最低

でも 3 年間の看護教育が必要になってくる。また、コースには二種類があり diploma(終

了証)と degree(学位)となっている。さらに、日本と同様に実習もある。講義を受け、講

義後の試験に合格しなくては実習に行くことはできない。また、実習に行くためには

DBS を提出しなくてはならない。DBS とは、自分自身が犯罪をお買いしていないという

ことを示すものであり、実習に行く際には必ず提出が求められる。 

また、実習時や病院で働く際には、胸元に看護師の資格を取得したときに配布されるナ

ンバーの記載された身分証を身に着けていなければならない。医療事故を犯したときにす

ぐに把握できるようにされている。 

 今回話を聞くことが出来た Gemma Sedayon さんは、フィリピン出身であったため、

イギリスで働くために英語の勉強もしたとのことだった。外国語を勉強するために、海外に

行き勉強をする人もいる。看護の勉強を行うにあたって、IELTS という英語技能レベル試

験で 7.0 以上を取らなくてはならない。7.0 は英検で 1 級、TOEIC で 1305-1390 にあ

たり、とても難しい。 

 

Ⅲ.おわりに 

 日本の看護の教育制度とイギリスの看護の教育制度では、異なることが多くあり、とても

興味深かった。看護を行うにあたり、言語の壁を越えていかなくてはならないため、IELT

ｓの中でもハイレベルなことが求められてくる。今後、国際化が進むにつれて日本において

も外国人を対象に看護を提供していかなくてはならない場面が増えてくることが考えられ

る。十分な看護を提供するために、私たち自身も努力していく必要があると考える。 
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観光 ~お土産~ 

東海林 佳澄 

◎Oxford 
Oxford は人気の観光都市として知られており、「ハリーポッター」の撮影地、「不思議の国

のアリス」の著者ルイス・キャロルゆかりの地としても有名である。まずは Oxford のお土

産について紹介する。 

〇オックスフォード大学のロゴの入ったもの 

Oxford のお土産として、人気があるのがオックスフォード大学の制服やロゴトレーナー

である。特にトレーナーは人気があり、着ている人を良く目にする。様々なトレーナーの色、

ロゴの色があった。バリエーションが豊富なため、自分のお気に入りの一枚を決めるのに苦

戦した人も多いであろう。私たちも自分用に全員が買い、留学中の私服としても活躍するた

めおススメである。また、町中に取り扱っているお店がたくさんある点もおススメポイント

である。 

 

〇「不思議の国のアリス」のグッズ 

「不思議の国のアリス」の物語の中で登場するモデルとなったお店が、アリスショップと

して、グッズを販売している。グッズは、絵葉書、ジャム、バッグ、メモ帳など幅広くあり

手 ごろに 購入 できる ものが 取り揃 えら れている ため、 お土 産にお ススメ である 。
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◎London 

 イギリスのお土産で最も人気であるのは紅茶である。スーパーで買える安いものから、専

門店の高級なものまでピンキリである。紅茶の国ならではの豊富な種類のフレーバーやパ

ッケージがあることからお土産におススメである。 

また、イギリスのお菓子として有名なショートブレッドもお土産として人気である。イギ

リスで紅茶とあわせて食べられているクッキーである。 

 

私たちの中で買っている人が多かったのは、チョコレートである。皇室御用達のチョコレー

ト屋さんが人気であった。 

このように日本では手に入らない、イギリス限定のお土産がたくさんある。 

事前に調べたり、現地で探したりして、ぜひお気に入りのものを見つけてほしい。 
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鈴木春花 

 研修期間中に RA’s と共にロンドンを散策した。RA’s がロンドンの有名な場所を案内して

くれたため、迷わず安全にロンドンを堪能することができた。Free day とは別日にスケジュ

ールが組まれているため、Free day の日にもう一度ロンドンへ行くこともできる。 

●大英博物館（The British Museum） 

 世界最大の博物館の一つで、エジプト・ギリシャ・ローマ・アジア 

アフリカ・ヨーロッパ・アメリカ等、世界中の美術品や書籍、標本 

や硬貨など約 800 万点が収蔵されている。収蔵品には大英帝国時代の 

植民地から持ち込まれた略奪品も多い。 

 入館は無料。お土産ショップも充実しており、カフェもある。 

 

●ナショナル・ギャラリー（The National Gallery） 

 美術館であり、13 世紀半ばから 1900 年までの作品 2,300 点以上を所蔵している。美術史

上重要な絵画が収蔵されていることで知られており、ゴッホの「ひまわり」やダヴィンチの

「岩窟の聖母」など有名な絵画も多数見ることができる。 

 特別な企画展示をのぞいて入館は無料。お土産ショップの他、レストラン＆カフェもあり、

館内で休憩もできる。 

 

 

 

 



24 
 

●ロンドンアイ（London Eye） 

 ロンドンアイは直径 135 メートルの巨大な観覧車であり、世界的 

に有名である。カプセル 1 個あたり 25 人乗りまで乗ることができる。 
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オックスフォード大学での 3 回目の英語研修に同行して 

                                  戸田恭子 

健康科学部の学生 13 名の「English language, British Culture and Nursing Two Week 

Program」に同行しました。Oxford と London は、例年より寒い日が続いたため、学生の半

数が風邪を引いてしまいましたが、RAs や英語の先生などに支えられて、全員が研修プログ

ラムを欠席することなく全過程に参加し修了することができました。何より、毎日がとても

楽しそうでしたね。 

今回の研修では、自分の英語力を向上したい、集中して英語を学びたい、UK の文化を学

びたいなど、いろいろな目的を持ち短期留学に参加したと思いますが、個々の目標は達成し

たと思います。2 週間の短期留学の経験がグローバル社会に対応するための一歩でしたね。

今後のご活躍を期待します。 
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From RA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’d comment that it was a pleasure to 
show you all a bit of England and learn 
about Japanese culture too. 
                    Sophie Allen 
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～おわりに・編集後記～ 
 今回の英国 Oxford 大学研修にあたり、英国の医療制度や医療施設の環境など医療従事者
を目指す者として学びたいと思い参加させていただいた。また、英国の文化や歴史、生活の
様子など日本とは違うところを学ぶことができたため、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、英国の文化や歴史、有名な建造物、食べ物などを先生方に教えていただい
た。また、Hertford College のことについても学ぶことができたのでより一層モチベーショ
ンの向上につながった。 
 Hertford 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りやすいよう
に説明していただいた。また、英国の食べ物・文化・音楽・有名人なども授業に取り入れて
下さり、とても楽しく学習することができた。パワーポイントの発表ではそれぞれのグルー
プを作り、日本とイギリスの違いについて、日本についての紹介などを発表し、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実際に見学することができ、とても貴重
な経験をすることができた。 
 また、RA との交流ではお互いに英語と日本語を教えあうなど積極的にコミュニケーショ
ンをとり、とてもいい関係を築くことができた。様々な建築物や日本とは違う景観、街の雰
囲気を味わうことができた。 
 今回の二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
ことができた。また、英国の文化に触れることで自分たちの視野を広げることができ、コミ
ュニケーション能力の向上にもつなげることができた。今後、社会で生活する際に英語は必
要になっていくだろう。そのためにも、今回のみならず継続して英語の学習に励みたい。 
 

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新しい仲間との出会いや沢山の知識、文化も学ぶことができ、一生の思
い出になること間違いなしです。この文書を読んだ方は是非、Oxford 大学研修に参加して
みてください。 
 

最後に 
 研修を引率していただいた戸田恭子先生、事前学習でお世話になった先生方、RA など万
全なサポート体制のもとで実施させていただいたことに感謝申し上げます。そしてこの研
修を支えてくだ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!! 


