
イギリス研修を終えて 

日本語・日本文学科 4 年 

 

 本稿は、8 月 8 日～9 月 2 日に行われたイギリス研修についての報告書である。 

 

 リヴァプール大学では、午前中に発音や文法に特化した授業が 2 コマ、午後からコミュ

ニケーション向上を図る授業が 1 コマで構成されていた。その中で様々な国の文化を知る

ことができた上に、自分の国を紹介する機会も沢山あった。その際、日本についてどのよう

に英語で紹介すればいいのか難しいと感じた。自分では当たり前なことでも海外の人から

すると当たり前ではないため、伝えてもなかなか理解してもらえないことに非常に苦労し

たが、話していくうちに面白い文化だと言ってもろらえたときにはとても達成感があった。

その中でも一番印象に残っている授業は、午後の授業で行った美術館散策である。大学付近

にある美術館の絵を検索し、三人一組で一番お気に入りの作品を 1 つ選ぶ。その作品の作

者などの情報を調べて、選んだ作品の音声ガイドを作るというものである。そして最終日に

全グループの録った音声ガイドを集めて実際に聴きながら美術館を回るというものであっ

た。美術館に行くことができたこともいい経験であった上に、他の人が話している英語を聞

くことも非常にいい勉強となった。放課後には、学校が主催するアクティビティにも参加す

ることができた。ほぼ毎日様々なアクティビティが行われていて、自分の興味のあるものを

事前に予約しておき参加するといったものであった。私は映画鑑賞ピザパーティーに参加

することができた。海外の人と一緒に鑑賞することで日本とはまた違うリアクションが非

常に新鮮で楽しむことができた。ほぼ毎日課題もあったが、きちんとこなし毎日の授業に積

極的に臨めたと思う。 

 

 週末にはロンドンや湖水地方へ足を運び、イギリスの文化を実際に目にすることができ

た。実際に現地の人とコミュニケーションをとらなければならない状況になるため、話そう

という積極性が身についた。他にもリヴァプールの中心街へ積極的に赴き、自然な英語を耳

にすることができて、よりリスニングの力がついてきているのが感じることができ、それが

伝わることの嬉しさや英語の勉強への向上心に繋がった。そして街中の映画館などにも行

き、現地の映画を見ることができたこともいい経験になったと感じている。 

 

 寮生活は慣れないことも多かったが、全員で協力して過ごすことができた。食事をしなが

ら他のクラスの話を聞くことも楽しく、沢山コミュニケーションがとれたなと感じている。 

 

 イギリス研修を通して、苦手意識を持っていた英語に少し自信がついたし、大学生活の中

で一番の思い出となった。日本語・日本文学科であったため、参加することに少し迷いと不



安もあったが、毎日が勉強であって、その上見るものすべてが真新しく充実した生活を送れ

たと今では参加してよかったと思っている。これを機に、沢山の人にこのような研修に参加

してもらえたらなと思った。 

 



イギリス研修を終えて 

英語学科 3 年 

 

私は今回のイギリス研修を通して日本では経験できないことや貴重な時間を過ごすこと

ができとても充実した研修になりました。 

まず授業について紹介します。リヴァプール大学で受けた授業は日本の大学の授業とは違

い板書はあまりせず、発言する機会が多く書くことより話すことを目的とした授業内容で

した。また自分とは違う国籍の方とペアを組みコミュニケーションをとることが授業内で

多くあり、伝えることの難しさに気が付きました。初めは慣れず聞き取りに苦戦し授業につ

いていくことで精一杯でした。自分が思っていた以上に伝えることができなかったりすぐ

に返事ができなかったりと初めの方は少し苦戦した日々を過ごしました。2 週目に入った時

には耳も少し慣れていき聞き取りも初めに比べると単語がはっきりと聞こえ、授業でも理

解が早まり周りについていくことができました。最後の週では自分の地元紹介をみんなの

前でパワーポイントを使って行いました。いろいろな国の人の前に出て発表することにと

ても緊張しました。自分の英語の発音で通じるものなのか、文法は間違えていないかなどの

不安が多くありました。実際発表してみて、自分の中では全てをうまく伝えることはできな

かったという反省点はあったけれど、プレゼンテーションに対するみんなの反応はよく興

味を持ってくれ、沢山の質問がとんできたときは自分の英語でもなんとか周りも理解して

くれているということがわかりとても嬉しかったです。この 3 週間で積極的に間違いを恐

れず発表出来たり、わからないことを恥ずかしがらず先生に質問したりして自分自身も成

長できたと思っています。また違う国籍の人たちと会話をすることで多くの情報交換がで

き、自分の知らなかったことがたくさん知れとても楽しかったです。たまに自分の英語能力

が足りず会話が途切れたこともあったけれど、最終的にみんなと楽しく話すことができ仲

良くなれ大切な友達が増えとてもいい 3 週間の研修になったと思っています。 

次にイギリスでの生活について紹介します。イギリスでの生活は日本の生活とは違って

初めのうちは体調も優れませんでした。8 月の気候は日本よりもかなり涼しく長袖で生活し

ました。午後 8 時頃でも外は明るく 1 日が長いように感じました。平日は学校へ行き帰り

に学校周辺のお店を回り買い物をして帰っていました。最後の週には向こうで知り合った

韓国の友達とご飯を食べに行き交流しました。休日は少し遠くへ出かけました。ロンドンで

はサッカー観戦をし、観光名所をまわりました。サッカーを見たときは地元の応援は日本と

は違った応援スタイルでとても楽しかったです。湖水地方へ出かけたときにはピーターラ

ビットのツアーに参加しました。ツアーだったのでツアーガイドさんが詳しく説明してく

れより楽しめたなと思っています。休日は観光を目的に色々な場所に行くことができてと

ても充実した時間を過ごすことができました。この研修を通して英語のスキルも上がり自

分自身の成長へも繋がりとてもいい経験ができました。 



イギリス研修を終えて 

 英語学科 3 年 

 

 今回、イギリスへ海外研修に行って１番学んだことは、スピーキングの大切さです。自分

から話さないと相手に意思が伝わらないし、相手も何を話せばいいのかわからないという

負の連鎖が起こってしまうからです。そうならないためにも、自分から積極的に英語で話し

かけることを意識し、自分の英語力向上を図りました。その結果、以前はスラスラ出てこな

かった英語が出てくるようになりました。 

 研修の中で、１番印象に残ったことは寮での生活です。普段は料理や洗濯などの家事をす

ることがないので、最初は慣れないことで苦戦していました。しかし、日がたつにつれて要

領がよくなり、すんなりとこなすことが出来るようになりました。また、普段あまり関わり

がなかった人とルームシェアをしたことによって、最初は戸惑いが多かったのですが、次第

に仲が深まり、お互いに協力して過ごすことが出来ました。 

 イギリスに行って１番驚いたことは日本との物価や気温の差です。イギリスの物価は日

本と比べて、鉄道やバスの運賃がとても高く、代わりに食品の値段がとても安いことに衝撃

を受けました。また気温は、日本の夏はだいたい 30°越えが当たり前ですが、イギリスは

ほぼほぼ 10°前後で、大半夏服しか持って行っていなかったので、冬服を買い足すほどの

寒さでした。最初は気温に体があまりついていかなかったこともありましたが、 

 週末にはリヴァプールの街を散策したり、ロンドンや湖水地方に訪れたりして、イギリス

のいろいろな風景を楽しみました。ロンドンでは、大英博物館やタワーブリッジ、シャーロ

ックホームズ博物館など有名な観光地を巡り、湖水地方では、ヒルトップ農場やディストリ

クト湖を巡り、イギリスの都会と田舎の空気を堪能することが出来ました。 

 ３週間という短い時間でしたが、一緒に行ったメンバーとともに、とても有意義な時間を

過ごすことが出来ました。この貴重な機会を与えてくださった方々に感謝し、今後の生活や

就職活動に大いに生かしていきたいと思います。 



イギリス研修を終えて 

 

英語学科 3年 

 

 今年、イギリス研修に参加することができて、良かったと思う。そして、8人のメンバー

とイギリスで貴重な体験をすることができて、嬉しかった。 

 学校では、多国籍で少人数の授業だった。先生方との距離が近いので、すぐに質問がで

きた。先生方は毎回の授業で、「間違いを恥ずかしく思わないほうがいい。」と言っていた。

つまり、よりハイレベルのクラスに入りたいならば、積極的に英語を使ったほうが、たく

さんのことを学ぶことができるということだ。英語漬けの授業は楽しかった。午前の授業

では、英語で単語の意味を説明する時間が中心だった。メモのようなノートを取りながら、

ペアやグループの中で、クラスメイトと話し合いをした。単語の意味を日本語で思い出す

ことができても、英語で同義語を用いて話すことは、難しいと感じた。さらに、毎週金曜

日は IELTSのリスニング試験をする時間だった。この試験は初めて受けたので、非常に難

しく感じた。TOEICとは大きく異なるので、聴解力がより必要だとわかった。諸外国では、

TOEIC より IELTS が重視されていることを知ったので、いつか受験して、現段階におけ

る成績を確かめてみたい。そして、最も印象に残った午前の授業は、イギリスの新聞を読

むことだ。さまざまな新聞社の新聞を読み、共通する記事や筆者の考えを話し合うような

時間だった。日本のように複数の新聞が発刊されていた。共通の記事は EU 離脱である。

記事の中で EU 離脱を Brexit と言われていることに驚いた。これはシンプルでわかりやす

い表現である。午後の授業では、母国の料理のレシピ本作成や写真のプレゼンテーション、

絵画の紹介音声の録音を行った。トルコやアルゼンチン、ドイツからのクラスメイトがい

た。日本を知らないクラスメイトに、日本について英語で紹介し、多文化交流をした。プ

レゼンテーションはあまり慣れていないので、緊張した。イギリスで授業を受けてわかっ

たことは、外国語を習得するための日々の努力は必要であるということだ。 

 生活面では、新体験がほとんどである。雨で寒い日が多かったが、慣れてしまえば普通

のことに感じた。寮は一人部屋で十分な広さがあり、快適だった。イギリスでは、買い物

袋のお金を取ることに驚いた。日本より環境資源のことを真剣に考え、社会が発展してい

るとわかった。そして、イギリスの料理は美味しかった。インスタントやレトルトの食べ

物は人工的な添加物がほとんど使われていないため、味は薄いが、身体には非常に良い。

日本が食べ物にどれだけ多くの添加物を使っているか、理解できた。最も驚いたことは、

美術館や博物館は、入場無料でフラッシュなしの撮影が可能であることだ。リバプールに

は日本人を含む外国人が少なかったが、観光地であるロンドンは日本人が多かった。リバ

プールの治安はあまり良くないが、英語研修や現地の生活の学習には最適である。 

 ゆえに、この研修で、イギリスの習慣や文化を体験することができた。有意義な夏休み

になったので、悔いはない。新たな自分の一面を知ることもできた。イギリスにもう一度

行きたい。 



イギリス研修を終えて 

英語学科 ３年 

 

イギリス研修に参加して、私の一番の変化は英語に対するモチベーションです。お互いが

英語で会話をして、お互いを英語を通して知るという、自分が相手のことを英語で理解でき

ていること、相手が自分の英語で自分を理解してくれていることに実感しているときが本

当に嬉しくて楽しかったです。自分もできるという実感が今後の英語の勉強へのやる気に

繋がりました。 

イギリスは秋から冬に向かっているような寒さで、寒くてコートを探しているときに店

員さんから声を掛けられ、お得な購入の仕方を教えてくれたのですが、私が上手に聞き取る

ことができなさすぎて「やっぱり大丈夫です。」と諦められ去られたときの悔しさ、電車の

乗り方が分からずロンドン行きの電車を逃し、次の電車に乗せてもらえないかと頑張って

会話して乗せてもらえたときの嬉しさ、この３週間悔しさと嬉しさをいっぱい感じました。

それと同時に、現代英語が公用語化しているのでもっと勉強する必要性も感じました。 

中間報告でも少し書きましたが、私は洋画が好きで映画の中で観る海外の学校生活に昔

から憧れがあり、授業初日の日は期待でいっぱいでした。教室に入ってみると雰囲気が映画

の中にいるような素敵な教室ばかりで気持ちが高まりました。しかし、英語のスピードが速

くてついていけなくて、日本での授業の 90 分よりも異様に長く感じました。単語は所々で

聞き取れても文章では聞き取れなくて、この状態であっという間に 3 週間が過ぎてしまう

のかなと焦りと不安を感じることもありましたが、10 日目にして先生が話す一語一語が綺

麗に文章で突然聞こえた瞬間には本当に驚き、感動しました。これまで TOEIC など受験も

勉強も嫌だったのですが、次回受験するときは毎日音源を聞こうと前向きな姿勢になりま

した。それは、授業で毎日英語を聞いて効果を感じたからです。 

英語の訛りや、その国の文字、過ごしてきた場所、文化、そして考え方、それぞれが異な

っており、今まで知らなかったことをたくさん知ることができて、会話がいつも新鮮味で溢

れていました。その反面、いざ日本のことを質問されると些細なことでさえもなぜか答える

ことができなくて、日々の小さなことにも疑問を持って日本のことをもっと知る必要があ

ると考えさせられました。 

週末はロンドンや湖水地方に皆と一緒に行って、リヴァプールとまた違った都会・自然を

感じました。大英博物館に行ったとき、まさか自分が 20歳で大英博物館に行けるなんてと、

感激したりもしました。高校のときの世界史の教科書の中にあったロゼッタ・ストーンを実

際に自分の目で見ることができてなんだか幸せな気持ちになりました。中でも一番の思い

出は皆でサッカー観戦をしたことです。日本では味わえない空気感での応援が本当に楽し

くて、またイギリスでサッカー観戦をしたいとも、いつかは W 杯にも行きたいとも思いま

した。これは私にとって人生のベスト３に入るほどの楽しい思い出です。 

 



三年生という時期的に周りは夏休みに何社もインターンへ行くため、イギリス研修に参

加するかぎりぎりまで迷いましたが、毎日早起きして弁当と朝ご飯を作って、４時間半授業

を英語で受けて、手洗いで洗濯をして夜ご飯を作ってお風呂に入って宿題をしてと、これま

での日本での夏休みの過ごし方とは信じられないほど自立した生活を送ることができ、学

校の友達とも寮の友達とも楽しく過ごせ、多くのことを吸収できたので参加して良かった

と心から思っています。 

国籍年齢問わず前向きに様々なことにチャレンジしている皆さんからたくさんの刺激を

受け、私も自分にしっかりと向き合って頑張ろうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



イギリス研修を終えて 

英語学科 2年 

 

私はイギリス研修を終えて、様々なことを考えさせられるようになりました。イギリスの食事は、

あまり美味しくないと聞いていましたが、外食に行くときは、色々な国の料理を留学生に連れて行っ

てもらい、美味しく、楽しい時間でした。リバプールに行く前に、イギリス文化や食事、リバプール

出身のビートルズやサッカーチームのことをあらかじめ勉強していくべきだったと少し後悔してい

ます。最初の授業では、単語単語で少しだけ聞き取れていたのですが、２週間ほど経つと、映画の字

幕が出てくるように、スラスラと聞き取ることが出来たので、とても感動しました。リスニングの力

はついたと思うのですが、まだやはり、何かを相手に伝えたいときに、英語が出てこないので言葉に

詰まってしまう事はありました。ジェスチャーを使ったり、ケータイで、写真を見せたりすることに

よって、理解してもらえたので、嬉しかったです。私が一番嬉しかったことは、日本のお土産に、日

本の消しゴムや、シャープペンシル、修正テープ、日本のお菓子を何個か持って行ったのですが、中

国人留学生の女性が、「日本はとてもいい国で、私はいつも日本の製品しか買わないよ」と言われた

ことです。外国人から直接、日本のことを褒められることがなかったので、改めて日本の良さを実感

しましたし、海外の方からそのように思われることにも、とても嬉しく思いました。最初は慣れない

海外の生活に少し、ホームシックになることもありましたが、現地のスーパーに行き、みんなでどの

食材が安いか、フルーツも買ってみよう、このお菓子も買ってみよう、と、考えて買い、寮でお菓子

パーティーをするのがとても楽しかったです。1ポンドで買えた、タイフーンティーがとても美味し

くて、さすがイギリスは紅茶の国だなと思いました。また、週末に２回ロンドンに行ったのですが、

その時に、アフタヌーンティーをして、英語が聞き取れず、タワーになった料理を２つ頼むつもりが、

３つ出てきて、戸惑いましたが、自分たちの英語が通じなかったことが面白かったのでとてもいい経

験でした。また、マクドナルドに５回行ったのですが、ロンドンで食べたハンバーガーか、マックフ

ルーリーで食あたりしてしまい、バッキンガム宮殿に観光していたので、トイレもすぐ探すことがで

きずに、苦しかったのも、今では思い出です。いつも自分が飲んでいる薬は、常に１つは手持ちで持

っておくことが大切だと思いました。イギリスに約１ヶ月、生活をすることができてとても楽しく、

良い経験になりました。これか

らは、英語だけでなく、世界の

文化や、食事についても勉強し

ていきたいです。 



イギリス研修を終えて 

英語学科 2 年 

 

 私は、3 週間という短い期間ではありましたが、自分の中では、充実した生活を送るこ

とができたと思います。普段の生活や授業、週末の旅行など自ら英語を話す機会を作れた

のではないかと思います。 

 まず、週末の旅行で 1 番驚いたことは駅やデパートのトイレでお金がかかるところがあ

るということです。日本では目にしたことない光景を見て、とても驚きました。だいた

い、30 ポンドくらいでしたがクレジットカードでずっと支払いを最初の方はしていたので

コインを持っていなくて困ったこともありました。私はロンドンと湖水地方に行くことが

できました。湖水地方には先輩に誘っていただいてツアーを申し込んで行ったのですが、

クルーズ船に乗ったりピーターラビットの原作の地に行ったりすることができてとても楽

しかったです。ロンドンでは、写真でしか見たことがなかったタワーブリッジを見に行く

ことができてとても感動したのを覚えています。 

 普段の食事は、持ってきていたパスタと日本食がメインでした。韓国の友達とお昼に外

食をすることもありました。その子とは寮が離れていたため、夜 1 人でお互い帰るのは危

険なためお昼に出かけることが多かったです。共通言語が英語しかないためお互いたどた

どしい英語で話していましたが、相手が韓国語を教えてくれたり私が日本語を教えたりし

て、とてもいい思い出として残っています。 

 私が授業において気をつけていたことは、わからない単語はなるべく辞書を引かずに先

生に聞き、簡単な英語になおしてもらったりわかりやすく説明してもらったりして理解す

ることです。これは、最初からではありませんが午後の授業を担当してくれていた先生

が、「わからない単語はすぐに辞書を引くのではなく、先生に聞きなさい。」と言っていた

からです。最初、わからない単語が多すぎて辞書を引いていましたが 1 週間ほどたったと

ころで、会話するということに慣れ、先生に聞くことができました。その時、先生がわか

りやすく説明してくださり英語で理解することができたのでとても嬉しく感じました。ま

た、質問することで会話の練習になることにも気づきました。先生や、他の国の人と話す

ことがとても楽しくなり教室には必ず 1 番に行くようにしていました。このことを私は、

後期の授業で活かしていきたいと思いました。英語学科にはネイティブスピーカーの先生

の授業もいくつかあるのでその時に実践していきたいと思います。 



イギリス研修を終えて 

英語学科 2 年 

 

私がイギリス研修を通して 1 番感じたことは、日本から離れて現地で英語を学ぶ大

切さです。自分の環境を変えることは、すごく大切だと思いました。日本で英語の勉

強をすることも重要だけど、やはり会話する時の発音など現地でしか学べないことは

沢山あります。また、日本語が伝わらない環境に行くことで、自分の思いを伝えるた

めには英語を喋れるようになるしかなくなります。クラスの友達と仲良くなりたくて

も、喋ることができなくては仲良くコミュニケーションがとれません。クラスには、

沢山の色々な国の人達が集まっていて、それぞれの言語があります。しかし、その人

達とは英語でしか会話することができません。いつも使っている言語はそれぞれ違っ

ていても英語を使って会話することができます。世界の共通語と言われている英語を

喋れるようになることで、会話できる人の数は今の何倍にもなると思いました。沢山

の人と会話することで知らない文化を学ぶことができ、自分の世界が広げることがで

きます。外国で学ぶ環境に行くことは簡単じゃないけど、まずは行動してみることで

考え方を変えることができたり、改めて英語を学ぶことに対するやる気ができたりす

ると思います。海外で学べた貴重な経験はこれからの人生においてもすごく大切なも

のになると思います。 

イギリスでの生活は、宿題や分からないことが多くて戸惑うこともありました。で

も、すごく楽しい思い出になりました。学校の後に、先輩たちやクラスの友達と一緒

にカフェにいったり、ご飯を食べに行ったりと短い間だったが仲を深める事ができま

した。1 度、イギリスで回転寿司を見つけたので入って食べてみたのですが、寿司は

日本が 1 番美味しいと心から思いました。しかし、日本の食文化がイギリスにも発展

していて嬉しかったですが、日本の寿司を 1 度食べてみて欲しいと思ったのが素直な

感想でした。学校イベントの pizza&movie party にも参加して沢山の同じ英語を勉強

している色んな国の人達と交流を深めることができました。休日にはロンドンに行っ

てみんなでイギリスで有名なサッカーの試合を見ることができました。本当に海外の

サッカーはすごく迫力があって、現地の雰囲気も味わうことができ、一生の思い出と

なりました。ロンドンの観光地であるロンドンブリッチやビッグ・ベン、ロンドンの

素晴らしい街並みは日本とは全然違うもので感動しました。 

私は今回イギリス研修に参加することができて本当に良かったと思っています。こ

れからの勉強や将来のことについて真剣に考える機会にもなりました。また、自分の

視野を広げることができ、沢山のことに興味を持つことができました。英語力はもち

ろん、私生活においても自分自身すごく成長できたと思います。そして学校生活、放

課後や休日に沢山の思い出ができました。最初は帰りたいと思うこともあったけど、



最後まで頑張って心からよかったと思います。これからも 1 度きりの人生色々なこと

に勇気を持って挑戦していきたいと思う事ができました。自分で行動することに意味

があると思います。これからも自分の世界を広げていくために、英語の勉強をもっと

頑張ろうと思います。 


