
（資料）研修・生活のＱ＆Ａ

この充実したすばらしい英国オックスフォード
保健福祉研修を安心して過ごすために
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５期生の方々へ

２期生以降，事前研修が出発前日に設定されるようになりました（１期生は，概ね１か
月前に１泊２日での事前研修が大阪でありました）。

初めての海外への旅の方，イギリスが初めての方，いろんな方がいらっしゃることと思
います。どんな研修なんだろう？ 何をどの程度準備すればいいのだろう？ 不安なこと
や聞きたいことが，それぞれいっぱいあろうかと思います。

この資料は，これから研修に参加する皆さんの不安や疑問の解消を「お手
伝いすることができればいいなー」との思いで作られるようになったもので
す。

ただ，現実的には，実は宿泊する寮がこれまで４回とも異なっていたり，研修中に天候
が異なっていたり。。。そして何よりも研修を受けるメンバー（仲間）が異なっている中
での，資料作成です。したがって，このＱ＆Ａどおりに，実際の現場で皆さんが対応でき
るものではないかもしれません。

そうです，皆さんが自分の目で見て・耳で聞いて・話して・身振り手振りで説明し，何
よりも体全体で感じていただくものは，それぞれ異なるのです。この資料を御覧になれば
わかると思いますが，書かれているものの中には，お互いに相反する内容のものもありま
す。それは，感じる人間が異なるからだと思います。したがって，どちらの是非を問う必
要もなく，ただ，こう感じた人間がいた，という事実のみを記載しています。

あとは，この資料を基に，皆さんが自分自身で考えて，こころの準備・物品の準備等を
行い，そして皆さん自身で体感してください。

最後になりましたが，５期生の皆さんがきっと多くのものを英国の地で体感すること，
そしてけがもなく無事で研修を終了できることを祈念しています。

2006. ４月吉日 （１期・Ｎ）

主な改訂点

①４期有志から寄せられた意見を前面に起き，重複するもの（１期・２期・３期
の意見）は適宜省略した。

②４期はもちろん，１期・２期・３期も楽しめる内容となるよう，編集した（つ
もりです）。そうでなかったら。。。。ごめんなさい（苦笑）。



- 1 -

Ｑ１ 研修の大まかなスケジュールは？（夕方・夜も拘束されるものがある？）
・事前研修が，出発前日の午後より大阪大同生命本社にて行われました。その夜は宿舎の
ホテルで懇親会が行われ，研修生との自己紹介に花が咲きました。オックスフォードでは，
毎朝，宿舎の食堂で朝食をとった後，日中は，カレッジで講義を受けたり，全員や，ペア
での施設研修に出かけました。必ず，通訳の学生さんや，インストラクターの方が同行し
てくださるので，語学力に乏しくても，安心でした。そして夕方は，一日の研修のミーテ
ィングで熱く語りあいました（今回は，夕食後にもミーティングをする過酷な日はありま
せんでした。）。夕食は，宿舎の食堂でみんなでいただきます。その後も，有志あるいは
みんなでパブ巡りすることが多かったです。パブは22時頃には閉まるので，部屋に戻るの
は22時30分頃になることが多かったように思います。朝は何度か，有志で近くの公園に散
歩に行ったりすることもありました。リスとの出会いや，朝霧の中の牧場など，オックス
フォードの朝も満喫されてみては。（４期・S.K）
・金曜日に事前研修午後から，ホテル泊，懇親会。土曜出発。オックスフォード土曜着，
入寮。日曜は，午前研修，午後フリー。一週間の間に，懇親会，感謝会あり。土曜は終日
フリー。日曜は集団見学して，帰途へ。月曜日の午後日本着。（３期・Hase）
・土曜日に日本を出発しますが，時差のため同日の土曜日夕方イギリスへ到着。日曜日の
午前から，早速オリエンテーション。その後街を散策。月曜日から金曜日までは研修。土
曜日は１日自由行動で，日曜日は皆で地方観光後，帰路へ。先生や財団の方々の配慮で，
事前研修の交流会後ホテル内バーへ。イギリスへ着いた日の夕食後と研修の最終日にもパ
ブへ行きました。飲める方にはよいですが，飲めない方にはちょっと苦しいかも。イギリ
スの最も古いパブレストランの夕食や最終日のパーティが，スケジュールに組み込まれて
います。（３期・Ｍ）
・基本的に集団行動です。ただ，全員で動くというよりは，数人の班に分かれての移動が
多く，班行動がメインです。フリー時間は朝食前の朝６時～８時と，夕食後の20時以降く
らいです。夕食にパブを含めるのであれば，22時以降というところでしょうか。自室に戻
った後は部屋で洗濯や写真の整理をして，寝るという生活です。（４期・T.S）
・研修は，小グループ行動と，全体の見学が組み合わさっています。グループ行動は２人
組みで，通訳の方が１人つきます。夜はレセプションがあったり，パブにいったりと，毎
日楽しいですが，自由時間は少ないです。（４期・T.K）
・基本的に集団行動です。朝食をとり，カレッジまで歩いて通学したり，バス（コーチと
いう）に乗って出かけたりして日中は過ごし，夕方のミーティングとそれに続く夕食まで
は，みんな一緒のことが多いです。はぐれないようにしましょう。夕食後も有志あるい
はみんなでパブ巡りすることが多かったので，本当に一人で使える時間は夜部屋に戻って
からと朝食前の時間。朝は有志で公園まで散歩していたようですが，私は近所のお店に水
と新聞を買いに行っていました。（４期・Ｉ）
・夜はパブやセントジャイル祭に行き，楽しみました（時間的には拘束されるのですが楽
しかったです）。（４期・Ｕ）
・毎日１日の研修終了後に，全体で１時間程度の情報交換や意見交換の時間があります。
１日だけ夕食後８時から開始した日がありました。（３期・Ｙ）
・自分の自由になる時間は，初日の午後とフリーデイ。それ以外は，朝起きてから朝食ま
でと，夕食後，ミーティング後（今回は夜９時すぎまでやっていた日もありました。）だ
けです。夜はパブへ出かけることもあったりで，「研修中は自由時間はない」と思ってい
た方がいいのでは・・と思います。（３期・Su）
・移動に時間がとられることが多かったですが，現地のバスを利用することができて，そ
れもなかなか良かったです。一方，現地でのショッピングをしたくても，開店時間が短く，
訪問前の朝早くに急いで買い物に行ったりしていました。（３期・Hata）
・夕方も毎日のディスカッションで20時，21時になります。あるいはパーティー・レセプ
ションや移動ディナーがあります。（３期・Ｋ）
・１日の研修が終わると全体のミーティングがあります。グループに分かれて研修するこ
ともあるため，他のグループの報告や意見はとても参考になりました。（２期・Ｓ）

※ ポイント ※
詳細は，１期・２期・３期・４期それぞれの報告書を事前にしっかり御覧く
ださい。
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Ｑ２ 研修で注意・留意・工夫しておいた方がよいことは？
・注意することは，健康管理！出発前や現地ではもちろんですが，帰国後は疲れがどっと
出ます。１・２期生の時は暖かかったとの話だったので，厚手の服は持っていかなかった
のですが，３期は寒かったです。到着した日は暖房もなく，寒くて眠れませんでした…。
現地ではコートを着ている人もいました。（３期・Ｙ）
・英語でのコミュニケーションがとれると，充実感も深まると思います。体調管理も大切。
そして人混みでのスリ対策なども必要です。（４期・Ｉ）
・現地では，どちらかというと母子保健的な内容が多く学べます。私の場合は高齢者関連
の職務に就いていたので，視点を絞って質問を用意しておけば良かったと思いました。
・大同生命本社での事前研修はありますが，イギリスの保健医療制度については自己学習
を少しでもしておく方が現地での戸惑いも少ないと思います。イギリスの多彩な看護職種
は説明を聞くだけでは混乱するので，私的には保健師ジャーナル2005年版の７月号～９月
号の「英国に学ぶ公衆衛生」等の短期連載がとても参考になりましたよ。現地にもそのコ
ピーを持っていき，役立ちました。（４期・Ａ）
・体調管理です。私は，事前研修で大阪いるころからアレルギーが出て，研修中は目がず
っと充血していました。アレルギーのある方はご注意を！（４期・T.K）
・英語が話せれば・・・と思うことが多々ありました。話せなくても何とかなりますが，
話せればもっと学びが深められたのではないかと思いました。（日頃，言葉にしていない
と，ほんと話せないですね (;_;) ）（４期・K.M）
・健康管理は大事です。（４期・K.M）～健康管理これにつきます。（３期・Ｏ）
・事前に報告書やＱ＆Ａ集を熟読することで，研修のイメージが湧きますし，異国の地で
の研修に対する不安が軽くなります。また，フリーデイを十分に満喫するために，観光ガ
イドブックにも目を通すことをお勧めします。研修前は，職場の不在中の段取りや，家庭
の調整など，慌ただしい日が続きますが，体調管理には留意ください。（４期・S.K）
・事前に，イギリスの保健福祉制度を少し勉強していった方が，理解が深まると思いまし
た。ノートだけでなく，大きめの付箋紙が重宝しました。（３期・Ya）
・研修は当然？英語です。オックスフォード大学の日本人留学生の皆様が通訳として６人
ついてくれましたので，言葉は聞こえてくるのですが，ある程度のイギリスの状況につい
ての基礎知識がないと理解はおぼつかないと思います。今までの報告書や「イギリスの生
活と文化辞典」医療の歴史，インターナショナルナーシングレビュー誌Vol27 No.1イギリ
スの医療看護政策と在宅看護Vol26 No.3イギリスのスペシャリスト，ジェナラリストVol2
5 No.5看護師の処方権などは参考になりました。（３期・Su）。
・英語を聞き取れるようにしておくといいかもしれません。通訳の人によってはかなり要
約した形で伝えてくれますので，ニュアンスがなかなか伝わってこないこともしばしばで
した。それと，事前学習をしておかないと，わかって当然の質問をして時間をとるのはも
ったいないです。それと，現地の人に直接質問したいことも出てくると思います。簡単な
挨拶や質問は英語でできるようにしておくと，直接のコミュニケーションは相手も喜んで
くれますし，自分にとっても益することが多かったです。（３期・Hata）
・研修ではこまめにメモをとる必要があります。盛りだくさんの研修なので，メモしない
と忘れてしまいます。事前に配布された資料はよく目を通しておいたほうがよいです。事
前研修が前日だったので，じっくり読み込む時間がとれませんでした。写真は枚数が多く
なるので，その日にチェックして失敗したものは削除しておいたほうがいいかも。見学先
等のお土産は複数必要です。日本のものや郷土品のようなものがよいです。（２期・Ｋ）
・「毎晩，その日の日記をまとめるように」と言われると思いますが，それほど時間があ
りません。遅い日は夜９時半までミーティングのある日もあり，その後に寮のバーに集合
がかかったり，夜に公式行事があってミーティング後すぐパブに行ったりなど，十分まと
める時間があるとは言い難い日も多いので，訪問先で後でわかりやすいように記録を取っ
ておくのが大事だと思います。（当たり前の話ではありますが。）（１期・Ｈ）

※ ポイント ※
体調には十分留意を！ メモを残す習慣が大事
デジカメ写真は，途中でチェックし整理しておくと，後で便利（重宝します）
訪問先へのおみやげが必要（詳細は，大同生命事務局からお話がある）
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Ｑ３ 報告書作成及びそのために注意しておいた方がよいことは？
・時間が経つと，どこでだれにもらった資料なのかわからなくなると聞いていましたので，
ファイルとパンチ・インデックス・付箋・ホッチキス・セロハンテープを持っていき，毎
日，整理していました。ノートには，こまめに記入した方がいいです。講師の方の写真も
撮っておくと報告書を書くときに思い出しやすいです。（３期・Ki）
・報告書用＋観光でデジカメ写真を撮りますが，一生のうちで幾度かあるかないかという
ほどの量（少なくとも１００枚以上）の写真を撮りますので，大きめのメモリカードを用
意するか，コンピュータ又はポータブルハードディスク等を持っていくことをお奨めしま
す。（４期・T.S）
・あまり報告書報告書と思い細かい点まで一言一句残さず・と思いすぎないでいいと思い
ます。実際，報告書のページ数では細かい点までは余り書けなかったです。（４期・Ｕ）
・池田先生から講義の内容を帰国後早々とメールしていただいたので，とても役立ちまし
た。（すべての講義ではないですが・・・）（４期・Ｕ）
・とにかく，何でもいいからメモしておきました。が，あまり理解できずに書いていると
ころもあり，意味不明な内容も。でも，後でチューターの先生からいただいた資料（講義
の内容）がとても助かりました！その資料と自分のメモを見比べながら，改めて内容が理
解してやっと書き上げることができました。
・私は元々イヤなことは後まで置いておくタイプで，提出のラスト１週間は悲惨でした。
思った以上に時間がかかると思います。早めの準備をお薦めします。（４期・T.M）
・デジカメで写真を残すことが一番。講義はパワーポイント・スライドが多く，写真で撮
っておくと，後で便利でした（私のカメラでは上手く写せず，結局他の参加者の方から写
真データをもらいました・・・）。また，たくさんの写真なので，後の整理が大変です。
一日ごとに（その都度）整理しておくとよいと思います。（４期・Ｅ．Ｓ）
・気付いたことはこまめにメモしておくと良いです。ミーティングでは，他の方の意見や
考えも書き留めておくことをお勧めします。毎晩，自分なりの考えをまとめておくと，帰
国後，役立つと思います。（できなかった自分に後悔です。）（４期・S.K）
・デジカメで写真を残すことにつきるかもしれません。ただ，講師の方々にカメラを向け
るのはやや躊躇しました。また，報告書作成のために写真ばかりを撮っていると，メモを
することがおろそかになりがちなので注意が必要でしょう。
・それぞれが書き留めたメモをシェアしたり，後日チューターの先生から送られてきた講
師の発言要旨などを参考にしながら書くことになります。当然，早めに書き上げる人もい
ればギリギリまで寝かせておく人もいます。なるべく皆が同じ期間に書くと情報もたくさ
ん交換できて効率的かと思いました。来年は執筆強化週間でも設けて，その間に皆で一斉
に書き上げる方がいいのでは（合宿みたいに）なかろうかと思いました。（４期・Ｉ）
・私は聴きながら書くことが苦手で，話を書き留めきれなかったり，数字などを聞き間違
えていたりしました。指導していただいた先生から送られてきた講師の発言要旨がとても
参考になりました。また，わからなかったことや疑問に思ったことは研修生にメールで確
認させてもらったりました。親切に教えてもらい，辛い報告書づくりの中に明るい光を感
じました。（４期・Ｔ）
・講義や見学時の自分の記録が報告書作成の命ですが，後日読み返すと意味不明の部分が
あり，これで正しいのか不安で非常に困りました。特に２人組でのグループ行動について
は，その日のうちに内容を確認しておけば良かったと思いました。（４期・T.K）
・もっと事前に学習しておけば良かったと思いました。現地では，１日のプログラムを消
化することに精一杯で，報告書をまとめる段階になってわからないことが沢山！！という
感じでした。先輩方の報告書はきちんと読んで，理解しておく必要があったと思いました。
（４期・K.M）
・毎晩，疲れていてもその日デジカメで何をとったのかメモしておいたのはよかったです。
（と言うより，それしかしなかった）（３期・Ｓ）
・Ｑ＆Ａのとおり日付，時間，何の資料等メモで残しておくことが大切。（３期・Ｍ）
・研修中は毎日，寝る前に記録を残しておくことだと思います。私はＰＣを持っていって
いたので，写真の整理だけはその日のうちに済ませました。後で膨大な量の写真を見ると，
整理しておいて良かったと思いました。学んだことだけでなく，それを通して考えたこと
も書き残しておくと，後で考えを整理し，次の学びにつなげることができると思います。
なんせ，毎日いろいろなことを学ぶので，整理が大変です。（３期・Hata）
・メモを取ることが一番ですが，そのためにも事前に過去の報告書の講義録を見て，イギ
リスの保健医療福祉のシステムは知っておいた方がいいと思います。私は全体が把握でき
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ていなかったのでメモのポイントがずれていて，報告書を書くときに「結局なんだったん
だろう…」と困りました（汗）。もう一回行ったら分かるかも…（３期・Ｙ）
・デジカメで撮った写真は，どこなのかメモしておいた方がいいです。滞在中に書くより
も，帰国後，ある程度忘れてからの方が印象に残ったことが書けますので，あせることは
ないですが，何週間も経つと忘れすぎるので，締め切り１週間前に仕上がることを目途に
すればよいと思います。（所属で提出の起案がいる場合は特に注意）（３期・Ki）
・レポート作成は大変でした。日程ごとの記録が求められていましたので，そうしました
が，保健師看護師ではないため，興味の対象が違うことも多く（報告書も研修もそうなの
ですが），自由度がほしいと思いました。（これはＱ＆Ａ向きではない？）（３期・Su）。
・デジカメの写真が大いに役にたちます。できるだけ容量の大きいメディアをおすすめし
ます。現地でもメディアや電池も売ってはいますが，物価が高く希望の商品も少ないので，
やはりバッテリー充電池など持参した方がいいです。（３期・Ｋ）
・パブでビールを飲んだ後は，睡魔との闘いに破れ，記録できない日も。（２期・Ｋ）
・いつ・どこでいただいた資料かが判らなくなることがありました。まめに右片隅にでも
メモ書きを残しておけば良かった，と反省しきりでした。また，デジカメ写真は，できれ
ば必ず確認しておくことをお勧めします（特に室内・夜などの暗い場面）。帰国後，写真
の整理をしたら，結構，ピンぼけや暗すぎて（フラッシュを焚いていなくて），使えない
写真もありました（事前にしっかり練習しておけ，ということでしょうね）。時差呆けで
朝早く起きていた最初の頃は，朝，前日記録をまめにできましたが，研修も後半になると，
朝起きる時間がまともになる分，この時間が消えていきました。（１期・Ｎ）
・指定された報告書の内容が，「日々の記録」を大前提としていたため，可能な限り，メ
モは残しておいた方が良いのでは・・。提出用の報告書については，もっと余裕があれば，
写真なども随時織り交ぜながら作成してみたかったが，帰国後の通常業務に追われ，その
ような時間も気力も無かったのが残念でした。（１期・Ｍ）
・資料等は英語なので，まめにメモしたり，その都度，通訳の学生さんに確認しておけば
よかったです。（１期・Ｋ）
・工夫というより，失敗：やっぱ，毎日わかりやすくしておくべき。メモの状態を後でま
とめると，大変。憂鬱だから，後回しと悪循環になるし，まとめていると，わかってない
ことが判明！（１期・Ｍ）

※ ポイント ※
帰国後のレポート作成が実はとても大変！ またまた体調には十分留意を！
メモや記録を残す習慣が，ここで効いてくる

Ｑ４ 寮の生活事情は？（部屋の広さ・設備等，バス・トイレ，洗濯・乾燥機事情，アイ
ロンは？ 必要な着替え組数，フォーマル服は必要？ インターネット接続事情，
バスタオルの交換はある？）（毎期異なります）

・今回は，個室にバストイレがついていて大満足でした。ただ，シャワーは高い位置につ
いており湯量も少なく，唯一，研修中で日本が恋しくなったのはお風呂でした。また，お
湯はしっとり系ですので，洗い流した後のさっぱり感がなく慣れるまでには時間がかかり
ました。シャンプー，リンス，石鹸等は，さっぱり系をお勧めします。（４期・S.K）
・タオルは置いてあり交換が可能でした。アイロンもありましたが，途中から行方不明に
なって使用できないくなりました。部屋は学問に集中できるお部屋で，オックスフォード
大学生になった気分が味わえます。（４期・Ｔ）
・個室にバストイレがついていて便利でした。ただしシャワーのスペースが狭く固定式だ
ったので，グルグル体を回転させながら入浴しました。部屋はオートロックなので閉じ込
め注意。テレビラジオなど音声がないのは初めは寂しかったんですが，夜中も毎時時を告
げる教会の鐘を聞くのも，今思えば貴重な経験でした。（４期・Ｉ）
・共用のラウンジ（キッチン室）に湯沸かしとフリーズドドライのコーヒーが置いてあっ
たので毎朝お世話になりました。（４期・Ｉ）
・インターネットは寮の部屋からは接続できませんでした（トライもしなかった）。夜か
らネットカフェまで繰り出してメールチェックする方々もいました。（４期・Ｉ）
・４期生の寮（セントアントニー）は新しいカレッジだったので，個室にバス・トイレが
ついていました。広さも十分で，部屋の中に洗濯ロープを張り，手洗いした小物は部屋干
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ししていました。（バスタオルは持って行かなくてもついていましたが，部屋干しすると
きに洗濯物を絞ってから，バスタオルで巻いて踏みつけてから干すと良いらしい。海外旅
行に慣れた友人から聞き，試してみたところ，水分がとれて乾きが早い！）（４期・Ａ）
・日本と大きく違うのは水の質です。シャンプーしてもなかなかスッキリ落ちた感じがし
ませんので，あまりしっとり系じゃないタイプが良いかもしれません。（４期・Ａ）
・電話はプリペイドカードに記載の番号をプッシュして，部屋から日本にかけられました。
（４期・Ａ）
・冬物のセーターも薄手のものを２枚（半袖・長袖）を持ち込みましたが，全く着ません
でした。９月上旬だと，現地の人や通訳さんも半袖の方が多かったですが，年により違う
ので，ネットなどで気候を確認してから考えるのがベター。（４期・Ａ）
・と，と，とんでもない失敗を夜中にしました！ちょっと部屋から出たときに鍵は部屋の
中，，，！！初日だったので，インストラクターの先生のお部屋もわからず，カレッジの
守衛さんのところに行こうにも門が開かず，，，。結局，お友達の部屋の椅子を借りて仮
眠し，明け方に再び守衛さんのところへ何とか行き，超たどたどしい英語で助けを求めま
した。５期生の皆さん，自分を救う英会話だけでも覚えていきましょう！守衛さんは優し
く「ＯＫ！」と笑顔で応えてくれます。(^_^;（４期・Ａ）
・各個室にバストイレが付いており，各フロアに協同のラウンジ（コーヒー等付き）もあ
りました。また，各部屋に電話もあり，町のお店で購入した電話カード（スクラッチ方式
で暗証番号が印刷されており，カードの指定する電話番号にかけて，その暗証番号を入力
すると国際電話がかけられ，確か，千円位で１時間30分位通話可能でした）で電話もかけ
られました。テレビはないですが，ラジオは持っていけば聞けます。英語ですが…。なお，
最終日に気づいたのですが，学内にコインランドリーがありました。普通に考えて，普段
は学生さんがその寮に住んでいるのですから，コインランドリーがあってもおかしくなは
なく，入寮の日に，管理人さんに聞けばよかったと思います。（４期・T.S）
・帰国前日，部屋にあるコンセントでパソコン・デジカメ・国際用携帯・日本での携帯等
を一度に差し込むと，ジューっとショートしてしまいました。隣の部屋のコンセントまで
使えなくなりました，ごめんなさい。（４期・Ｕ）
・広さは十分。やや照明が暗い感じでした。洗濯はカレッジにランドリーがあるようでし
たが，屋外にでないと行けない場所にあったので利用せず，手洗いで済ませました。洗濯
物は洗濯ロープを使って室内に干しました。バスタオルは２～３日に１回程度（？）交換
がありました。私の部屋はトイレットペーパーの補充がなかったので困りました。（通訳
の方にメモを書いていただき，カレッジの事務所でいただきました）（４期・Ti.M）
・４期のカレッジのお部屋は非常にきれいで，シャワー・トイレもあり快適でした（お湯
はなかなかでなかったけど）。収納スペースも多く，ハンガーやバスタオルもありました。
洗濯は洗面所で手洗いですが，部屋干しで乾きます。アイロンがかけられないので，しわ
になりにくいブラウス等がおすすめです。（４期・T.K）
・下着は洗濯していました。服は着まわしがきく普段着を３セットとスーツ１着を持って
いきました。靴は，はき慣れたものが良いと思います。パーティ用に１足だけ持っていき
ました。服は，先輩方の写真を参考に準備しましたが，気候によると思いますので，事前
にネット等で確認しておくことがベターだと思います。４期生の寮は新しいカレッジで，
個室にバス・トイレがついていましたが，先輩方は共有だったと聞いております。悪条件
で考え，自分の身の回りは自己完結できるように準備しておけばＯＫだと思います。（４
期・K.M）
・４期生が使わせていただいた寮は新しく，個室にバス・トイレ付きで，バスタオルやハ
ンドタオル・バスマットも何度か交換していただけたので，とてもありがたかったです。
でも，寮によって事情が違うようですので，最悪の事態？を想定して行った方がよいかも
しれません。私も使用する寮の事情が分からなかったので，念のため古いバスタオルやハ
ンドタオル等を念のため持っていきました。（４期・T.M）
・バス・トイレ・クローゼット（ハンガーもありました）・棚・机・イス・ベットがあり
ました。バスタオル・タオルもあり，２日に１回ほどは交換も。また，各階ごとにキッチ
ンもあり，ポット・コーヒーや紅茶のティーバックも設置してありました（ただし，毎日
忙しく，キッチンでお茶を飲む暇は全くなかったです）。研修初日の国内研修時に着た服
装（スーツ）を，現地でのフォーマルな場面（パーティーなど）でも着ました。フォーマ
ルな服をわざわざ持って行かなくてもなんとかなると思います。（４期・Ｅ．Ｓ）
・Ｑ＆Ａを参考にしていましたが，寮によって大きな差があるため，違うと言うことを前
提に準備が必要だと思いました。例えば，バスタオル，お茶セットが２期生まではあった
とのことでしたが，別棟の今回の男性３名にはありませんでした。寮には公衆電話はなく，
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部屋に電話がありましたが，コネクターはＬＡＮの端子をイギリス国内用の電話端子に変
換するものでした。そのままでは外線にかかりませんが，市内で売っているプリペイドカ
ード（スイフトカード）を使えば，日本へもかけることができました（これに気づいたの
は到着後４日ほど後で，それまでは早起きして，町の中心部まで電話しに行きました。）。
インターネットは団体全体での契約が必要とのことで，接続できませんでした。電話回線
でダイヤルアップは可能かと試しにつないでみたところ（もちろん，引率者の許可を受け
て），モデムセーバーではつなげられるという診断でしたが，ＰＣの電源を入れたとたん，
館内中に響き渡る大音響の警告ベルが鳴り，すぐ外しました。電話回線コネクターや変換
器，モデムセーバーまで持っていきましたが，無用の長物でした。（３期・Su）。
・バス・トイレは共用で，各階にシャワー・トイレがあった。カレッジに洗濯機あり。パ
ーティがあったが，私はフォーマル服を持っていかず，スーツにした。（３期・Ｔ）
・部屋はとても広かったです。結構アンティークな机や椅子，本棚，クローゼット等，充
実していました。しかし，歴史的建造物のためか，窓が閉まらなかったり，隙間風が入っ
たり，部屋によっては，かなり寒かったようです。朝夕はかなり冷えたので，電気ストー
ブをつけていました。バス・トイレは共同で，各階１つしかなく，みんなで順番に使って
いました。洗濯・乾燥機はコインランドリーがありました。しかし，私は一度も使えませ
んでした（時間がなかったため）。小さな洗濯物は，入浴時に洗って，夜部屋干ししてい
ました。着替えは日数分＋パーティ用（スーツ）を持っていきました。（３期・Ya）
・寮の部屋は決まっています。バストイレは共用。電話は，カードを購入すれば自室から
国際電話ができました。洗濯も自室で手でしました。物干し用のロープと洗濯バサミを持
っていくと便利です。毎日忙しかったので，洗濯機や乾燥機は使いませんでした。アイロ
ンもありましたが使いませんでした。フォーマル服は，一枚持っていくといいのではない
でしょうか。最後のレセプションは，やはり礼儀を重んじるイギリスらしい素晴らしい格
調でした。（３期・Hata）
・宿泊場所は毎年違っています。あまり前年度のＱ＆Ａの情報のみを信じて荷物を減らす
と現地で困ります。例えば２期生までの宿泊場所は各部屋に湯沸かしポットがあり，日本
茶などのティーバックさえあれば飲み物は温かいものも困らないと書いてあったのですが，
３期生の時には，寮の部屋どころか共用の流し場にもカビのはえた湯沸かし用のやかんし
かなく，冷え込む夜に冷たいミネラル水を買いに行った人が多かったです。自分に必要な
物は重くても持っていく。あるいはアイロンのいらない洋服を準備するなど工夫した方が
よさそうです。日本の空港を出る時にお気に入りのペットボトルや紙の飲料を複数購入し
てトランクで持ち込んだ人もいました。中身が飛び出したりすることもありませんでした。
もちろん現地でも購入できますが，いつもの味がいい人はそんな工夫もしてました。日本
の小さいアメやチョコ，せんべいなどをもってきた人にごちそうになりましたが，やはり
おいしかったですね～。（３期・Ｋ）
・バス・トイレは，共同，仲良く輪番制。洗濯・乾燥機事情：存在していたが使わず，部
屋で手洗い。アイロンは，使わず。必要な着替え組数：着まわし，アレンジ，女性もジャ
ケットを着る（私たちは寒かったです。前年度の方は暑かったようですが。）。フォーマ
ル服は必要なし：謝恩会には少し華やかにしたいので小物でもどうでしょうか。バスタオ
ルの交換はあまりなし。（気にしないこと，気になる方は持っていかれては・・。ただし
郷にいれば郷に従えだと思いますが・・。）（３期・Hase）
・寮は毎年変更されるようです。部屋の広さは結構ありますが，暖房が入らなくて寒くて
大変でした。日本のようにシーツ，タオルの交換が毎日ないので，最初に確認しておくと
いいでしょう。（３期・Ｍ）
・寮は１期・２期・３期と毎回違うようです。今回は，伝統あるカレッジに泊まらせても
らい，大変貴重な体験をしました。街にも近く，講義前や終了後にも買い物や市内探索が
できました。部屋は広くきれいでしたが，学生が夏季休暇中でしばらく使っておらず，急
に寒くなったためか，暖房の準備がなく，到着した日はとても寒かったです。部屋に洗面
台がついており，小物は手洗いして部屋に干しました。すぐ乾くので替えは必要最小限で
よかったなと思いました。洋服はしわにならないもので着まわしができるものが便利です。
気温によりますが，私は毛糸物や厚手の上着が欲しかったです。（３期・Ｙ）
・毎回，宿泊する寮が異なるので，参考にならないかもしれませんが，私が泊まったのは，
机・椅子・応接セット・暖炉型電気ストーブ・整理ダンスがある10畳くらいの部屋とベッ
ド・洗面所・洋服ダンスがある 4.5畳くらいの部屋でした。バスタオル・フェイスタオル
・石鹸のみ部屋にありました。電気ポットはなく，バスタオルの交換もほとんどありませ
んでした。バス・トイレは共用で，入浴は部屋番号昇順・降順に交互に入っていました。
シャンプーその他必要な物は何でも持っていってください。服装は普段着２セットと，ス
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ーツ１着あれば間に合います。下着・靴下は洗濯していました。（３期・Ki）
・パーティーに来られる現地のスタッフの皆さんがきちんとした装いなので，そこまでフ
ォーマルでなくてもよいが，ちゃんとした洋服があるとよいと思いました（女性であれば
コサージュとかフォーマル用のネックレスとかをつかえるだけでも…）。（３期・Ｓ）
・１枚だけ家の古い雑巾のようなバスタオルを持っていきました。帰り土産で鞄がいっぱ
いになると思って，持参のバスタオルは帰りに捨てました。個室でしたので，部屋の洗面
場所で，小さいものは，手で洗濯しました。部屋は，一人で十分な広さでした。テレビや
ラジオなどなく，物静かな部屋でしたが，夜のパブやコンビニみたいなところの買い物で，
部屋にいる時間が少なく，寝るだけの部屋であり，充分でした。（２期・Ｈ）
・部屋はビジネスホテルよりも広く，ベットと机，スタンドのほか棚や引き出しもあり便
利でした。共用のシャワー室は狭くて使いにくかったです。小物は手洗いしても乾きます。
干すときに洗濯バサミは必要です。最終日は研修でお世話になった方々を交えてのディナ
ーがありましたので，少しドレッシーなアイテムを準備しておくといい。（２期・Ｋ）
・個室でバス・トイレは共同です。４階の部屋でしたが，エレベーターはないので，階段
でした。入寮時と退寮時はスーツケースを運ぶのに苦労しました。洗濯機はなく，洗濯は
手洗いでした。空気が乾燥しているので部屋干しでも十分乾きました。フォーマル服は持
っていかず，スーツで対応しました。バスタオルは用意されていました。（２期・Ｓ）

※ ポイント ※
寝に帰るだけの部屋ですが，広めのタオル付きのシンプルな個室。
毎年，寮は異なります。このＱ＆Ａを過信することのないように！。
トイレとシャワーは共同のことが。。（シャワーは順番を決めてさっさと入
りましょう！）

Ｑ５ 食事は？（みそ汁の素・梅干し・他は持って行かなくても大丈夫？）
・寮での食事はおいしいです。朝食はバイキング，昼食はサンドイッチ，夜はスターター，
メイン，デザートのセットでゴージャス（死語？）です。しかし，英国の人々の食事を知
るためには，フリーデイ等に，ちょっとしたお店で食事を取ることが必須でしょう。日本
人の食事がいかに健康的であるか，非常によくわかります。英国の方々の味覚にはちょっ
と「？」です。（４期・T.S）
・日頃の食生活がいいかげんな私にとっては，毎日がすばらしくゴージャスなお食事でし
た。（４期・Ｔ）
・朝食のクロワッサンがおいしく，毎日食べても飽きませんでした。コーンフレークの種
類の多さにも驚きました。しかし，野菜は本当に少ないので，ビタミン剤が必要かも。量
はたっぷりあるので，日本から持参したお菓子は飴以外ほとんど食べませんでした。（４
期・T.K）
・美味しかったです。ボリュームもあり，持っていったお菓子には全く手を付けませんで
した。お菓子は通訳さんへの置き土産にしました。（４期・K.M）
・バリーモウへ夕食に行く時は，肉の焼き加減はウェルダムはやめましょう！！！日本よ
りよく焼くのを知らずに注文すると，まるでゴムのように固く残念でした。多田羅教授も
「これは食べれん 」っとおっしゃっていました。（４期・Ｕ）
・（自分が好き嫌いのないこともありますが）食事はおいしかったです。困ったときのた
めにせんべいなどを日本から持っていきましたが，提供していただいた食事でお腹いっぱ
いで，１つも手を付けませんでした。（４期・T.M）
・全体的においしく食べられました。というより毎回セッティングされているテーブルで
食事を給仕していただくことに新鮮さを感じました。昼食はサンドイッチ中心でしたが，
紙袋にサンドイッチとりんごとキットカットなどを詰め込んだランチパックを，タクシー
の中や川の辺りで食べたのが，ピクニックみたいでよい思い出となりました。ただ，朝食
バイキングは毎日ほぼ同じメニューでみんな飽きてたかもしれません。また毎回のスイー
ツはあんなに食べる必要はないと思いました。最後のフリーデイでみんなでおいしいもの
食べようと向かった先が中華料理店だったのも納得でした。（４期・Ｉ）
・毎日十分すぎるボリュームがありました。味もおいしかったです。ただ，生野菜はあま
りないので，きゅうりのスライスがつけあわせであった時には感激しました(^-^)。 朝食
では果物が小さいサイズのが切らずにおいてあるので，それでビタミン不足を解消すれば



- 8 -

いいかもしれません。私の場合はビタミン剤の小瓶をもって行き飲んでいたので，体調不
良もなかったです。（４期・Ａ）
・食事は豪華でした。毎日毎日大学のスペシャルディナーをいただいて，大満足。イギリ
スの食事はおいしくないとの評判ですが，スペシャルディナーはおいしかったですね。毎
日ビールかワインを飲みました。さらにスウィーツがたっぷり出るので，しっかり太りま
した！おいしいスウィーツに毎日舌鼓を打ちました。味噌汁も梅干も，何もいらないと思
います。部屋で食べるような時間もないし，お腹も空きません。現地で食料を購入してい
る人もいましたが，私は特に必要なかったです。（３期・Hata）
・食事は，結構美味しくいただきました（塩味が濃いのが気になりましたが…）。日本か
ら何も持参せず，現地では水を買っただけでしたが，困りませんでした。（３期・Ｙ）
・味噌汁等の日本食は食べたくはなりませんでしたが，日本のお菓子は少しあってもいい
かも。（学生の通訳さんにもらっていただいてもいいので。家族と一緒でない方には，日
本食が恋しいようです。）（３期・Hase）
・味に飽きると思っていたので，小さいポン酢を持っていってたのですが，皆さんの前で
自分だけかける勇気はありませんでした。梅海苔巻のおかきを持ってきていた人にいただ
き，おいしかったです。私は出されたものは何でも食べるタイプで，助かりました。出発
前は，和食しか食べないようにしていましたが，思っていたよりも豪華でおいしい食事で
したので，大同生命様には感謝しています。（３期・Ki）
・不思議なくらい｡｡｡(私だけでしょうか？)日本食が恋しくならないくらい，食事は満足
のいく内容でした。ただ，量が多く，歓迎のパブでは食べきれず，「美味しくないの？」
と聞かれて申し訳なく思いました。１日通して出かける時は，サンドウィッチとミネラル
ウォータ，りんご(現地のりんごは小さくて，丸ごといただきます。)チョコレートが入っ
た「ランチパック」が準備されます。移動途中に運河を前にみんなで食べたことは，とて
もよい思い出となっています。（４期・S.K）
・とにかくボリュームがすごい！！でも味はおいしかったです。毎晩デザートまであるの
で，お菓子などは持っていかなくてもよかったと思います。（持って行ったお菓子には全
く手をつけず，全て通訳の方に差し上げました。）（４期・Ｅ．Ｓ）
・食事は文句なくおいしかったです。しかし，朝からかなりのボリュームです。肉類中心
で，ほとんど生野菜は出てきませんでした。加熱野菜は出てきますが，根菜類がメインだ
ったと思います。気になる方はビタミン剤を持っていった方が良いかもしれません。日本
から食材を持っていっても，食べられるだけのおなかの余裕がないかもしれません。私は
日本から飴しか持っていきませんでしたが，もちろん，現地調達可能です。飲み物は，１
期・２期の先輩たちの部屋には，お茶の準備があったようですが，私たちの部屋にはお茶
の準備はなく，また，買って飲もうと思っても，寮の茶器類も湯沸かしも使えなかったた
め，近くでペットボトルの飲み物を買って部屋に持ち込んでいました。（３期・Ya）
・宿泊する寮の食堂によるかもしれませんが，とてもおいしくいただきました。夕食の量
の多さにはびっくりです。昼食のサンドイッチは厭きますが，日本に帰る頃に日本食が恋
しくなる程度でした。（３期・Ｍ）
・量が多い。最後に大きなケーキ付きでびっくりしました。（２期・Ｈ）
・昼食はほとんどサンドイッチでした。夕食はボリュームがありましたので，好みによっ
ては，あっさり味が恋しくなるかも。（２期・Ｋ）
・３食きちんと用意されているので，日本から食品は持っていかなくても大丈夫だと思い
ます。量が多くてびっくりしましたが，おいしくいただきました。（２期・Ｓ）
・日本食のフローズドライやレトルト食品を持っていきましたが，イギリスの食事はまん
ざらでもなく，毎晩お腹いっぱいで，日本から持っていったものを食べることはありませ
んでした。（１期・Ｗ）
・インスタントコーヒーやお茶を持っていきましたが，寮の部屋にコーヒー，紅茶，コー
ヒーカップ等が用意されていました。（２期・Ｓ）

※ ポイント ※
意外（失礼？）といける英国の食事。量も十二分。
でも，帰国後しばらくはサンドウィッチは。。。
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Ｑ６ パソコンは？（持っていった方がよい？要らない？ネット環境は？）
・デジカメの保存用にコンピュータか，ポータブルハードディスクを絶対に持って行くべ
きです。すごい量のデジカメ写真を撮ります（撮りたくなります！）ので，お奨めします。
（４期・T.S）
・悩んだ末muramasaの薄いのを持っていきました。デジカメのデータ取り込みやi-PODの
充電に使いました。文字等入力して整理は，余りできませんでした。（４期・Ｕ）
・私は持っていきました。毎日の写真の整理と感想を打ち込むことができたので，帰国後
大変楽でした。インターネットにもつなぎたかったのですが，のんびりしたイギリスでは
申し込んでから開通まで１０日前後かかるということで，結局自分のＰＣではネットにつ
なげませんでした。でも，ＰＣに写真入りメールをたくさん作成しておき，インターネッ
トカフェに行って送信しました。友人にメールで伝えた内容が，そのまま報告書に使うこ
とができ，よかったですよ。ネット検索もできました。イギリスにはインターネットカフ
ェがたくさんあります。コインを入れればメールができる公衆電話もあり，短いメッセー
ジを送るにはとても重宝しました。（３期・Hata）
・日頃使い慣れていないので持って行かず，正解でした。ただし，パソコンを持っていか
ない方でデジカメを使用する方は，最低５１２ＭＢメモリは必要です。（デジカメも使い
慣れず，２５６ＭＢ１枚で大丈夫だと思っていましたが，とんでもありませんでした。事
前研修が終わった後，あわててヨドバシカメラに買いにいきました。）（４期・Ｔ）
・私はなくても問題ありませんでした。ネット環境は寮によるようです（私たちの寮はよ
くありませんでした）。ネットカフェはありますが，寮がどこになるかで，もし中心地に
ない場合は周囲にあるかは不明です（３期・Hase）
・悩みましたが，結果的に持っていかなくてよかったです。夜はもらった資料の整理や日
本への電話，パブへのお誘いなどで結構忙しかったですから。（４期・Ａ）
・デジカメのメモリーカードを十分にもっていけば，持参しなくても大丈夫でした。（４
期・T.K）
・持っていきませんでした。資料等の整理は帰国してからやりました。私は持って行かな
くて良かったです。（４期・K.M）
・持って行きませんでした。日頃から使いこなしていない場合は，あまりいらないかのと
個人的には思います。夜も時間が余りないのが事実です。（４期・S.K）
・デジカメの写真を貯め込むためのツールとしては必需品かなと思いました（ストレージ
カード類だけでは枚数がいっぱいになってしまうため）。もちろん報告書作成に向けた作
業も進めることができますので。私は小型ＰＤＡで，メモやノートを電子保存することだ
けに使いました。電源のＡＣアダプターに120～240Ｖと書いてあったので変圧器は必要な
く，コンセントのアダプターだけ持っていって充電しました。（４期・Ｉ）
・使う暇なし。私は不要でした。（３期・Ｓ）
・パソコンは持って行きませんでしたが，全然困りませんでした。（３期・Ｙ）
・ノートと鉛筆があれば十分です。重いし，壊れたり，盗難にあっても大変ですから，持
っていかない方がいいと思います。（３期・Ki）
・パソコン，変圧器，デジカメは結構重宝しました。但し，インターネットへの接続はで
きない部屋だったため，ネット接続はしませんでした。デジカメについては，予備のメモ
リーカードも持っていった方がいいと思います（現地調達しようと思ったのですが，通訳
の方から「日本のように，アフターフォローが万全ではないので，メモリーカード等につ
いては日本で買った方がよい」と言われました）。パソコン持参だったため，毎日デジカ
メ写真をパソコンにおとす前提で，メモリーカードを１枚しか持たずに行ってしまいまし
たが，研修最終日のフェアウェルパーティーの時に，メモリーカードが故障してしまい，
翌日のロンドン観光の時にはデジカメを全く使えないと言う悲しい状況に陥りました。使
い捨てカメラを買いましたが，高かったです。文具は現地でも調達できますが，ちょっと
高めだそうです。多めに持っていって，使わなかったノートや残った付箋紙等，通訳の学
生さんたちに譲ってきました。大変喜ばれました。（３期・Ya）
・私は，パソコン持って行かなかったが，持って行った方が記録の整理がしやすいと思う。
（３期・Ｔ）
・日々の研修後はとても作業をする元気がでないと思ったので持っていきませんでした。
実際そうでした。（３期・Ｍ）
・インターネットに接続できない環境だったので，ワープロ代わりにパソコンを使ってい
ました。変圧器も持参しました。インターネットについては，近くにインターネットカフ
ェがあったので，そちらを使っている方もいらっしゃいました。（３期・Ya）
・不要とは言いませんが，私が現地でパソコンに日記を書けたのは最初の２日だけでした。
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持ち運びはかなり大変なだけに，手書きでメモさえ残っていれば無理にはいらないかも・
・・。（メール等で使う方は必要でしょうが。）（１期・Ｈ）
・パソコンは持参しましたが，自分の部屋に帰るのが毎日深夜という状況でしたので，記
録を整理する時間がもてませんでした。が，毎日写真だけは整理しました。どこのどうい
うところの写真か分からなくなるので，写真の整理は必要だと思いました。（１期・Ｗ）
・モバイルパソコン（日誌作成，写真の記録や編集，メールチェック：原田氏のおかげで
つなげたことがラッキーでした）。モバイル・パソコン（１kg弱）は，かなり重宝しまし
た。（１期・Ｎ）
・パソコンを持って行きましたがやはり重いです。持参するならモバイルパソコンをお勧
めいたします。報告書を作成するに当たり，デジカメは必需品です。（１期・Ｆ）

※ ポイント ※
デジカメ写真等の整理，当日の記録などを行いたい人には，ＰＣはお勧め
ただし，部屋に帰ってバタンキュー状態の方には無用？の代物
日常的に使っている方なら検討の価値有り。そうでない方には。。？？
持っていくのなら，モバイルパソコン（１kg未満）が絶対お勧め

Ｑ７ その他，持っていった方がよい／よかったものは？ （変圧器，デジカメ，付箋
紙，携帯電話の充電器）

・想像以上に歩きます。１日に数キロ以上になりますので，歩きやすい靴は必須です。
（４期・T.S）
・万歩計。あまりにも歩くので，記録したくなります。「１日１万歩」を実体験できます。
腕時計は必須ですが，僕は向こうで電池が切れてしまい，焦りました。２つもっていくと
ベターです。風邪薬，解熱剤，痛み止め，のど飴等の薬も必須です。半分以上の人が何ら
かの調子の異常を呈しました。喉を痛める方が多く（班内感染？），のど飴が重宝されて
いました。今回は行った時期が早かったため，夏真っ盛りで，秋・冬物を着ていた我々は
奇妙な視線を英国の人々から受けました。夏っぽいものも必要かもしれません。デジカメ
の充電用の装備は必須で，僕のデジカメは単３電池を使用していましたから，充電池と充
電器を持っていきました。製品が世界共通タイプなら，電圧は問題になりませんが，コン
セントの形状が違うのでコンセントアダプタも必要です。ただし，国際携帯電話を空港で
レンタルされるのであれば，その携帯にアダプタが付いてくるようです。電気用品を多数
使うのであれば，たこ足も当然必要です。あと，折りたたみ傘は言うまでもなく必要です。
英国に行くのですから…。なお，全員に配れるだけの名刺（３０枚くらい）は持っていき
ましょう。（４期・T.S）
・気温差で風邪を引いてしまいました。のど飴や風邪薬などは少し持っておくとよいと思
います。シップ薬は至福の時を与えてくれました。（４期・Ｔ）
・飛行機ではサポートハイソックスがお勧め，足が楽です。マスク（私は寝るとき使用）
とのど飴は乾燥対策です。（４期・Ｂ）
・付箋がたくさん必要と前期生の方のＱ＆Ａにあったのですが，４期生はあまり必要なか
ったです。大小１ブロックづつで十分でした。（４期・Ｕ）
・お部屋が静かなので，I-PODを持っていきました。慣れるまでは気持ちが落ち着きよか
ったです。（４期・Ｕ）
・携帯電話を充電するのとドライヤーを使うのとで，変電機を持っていきました。あと，
洗濯物を干すためのロープと小さなピンチの付いた物（名前が出てきません･･･）が役立
ちました。（４期・T.M）
・風呂場で洗濯したものを干すための紐と洗濯ばさみは役に立ちました。あと，目覚まし
時計は必須。暑かった日が多かったので，半袖シャツ（かりゆしウェア）の出番が多くあ
りました。あとは電子辞書と折りたたみ傘。それと訪問先へ配るおみやげ小物は余っても，
最後のパーティの時にプレゼントとして役に立つので，多めでもいいと思います。（４期
・Ｉ）
・本を１冊もっていきました。飛行機はもちろん部屋でも，リラックスするのに役立ちま
した。疲れてるので，１ページ読めば眠れました。部屋が静かなので，MDウォークマンが
あればよかったと思いました。スーツケースは大きいものがおすすめです，帰りは予想以
上に荷物が増えます！（４期・T.K）
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・デジカメ，電子手帳かな・・・（４期・K.M）
・長時間フライトだったので，寝相のよい!?私には，安眠のためにも，固定するためにも，
空気枕が必需品でした。ちょっとしっかりめのスリッパは機内，自室でも大活躍でした。
お土産は，郷土土産なども喜ばれます。多めに５個くらい持っていってもよいと思います。
残ったものは，通訳の学生さんへのお土産にも重宝しました。研修中は，書類や，時にラ
ンチパックも持って移動しますので，軽くて，丈夫でたくさん入る，デイバッグがお勧め
かもしれません。（４期・S.K）
・デジカメ（これは絶対必需品です！），充電器（英国でも対応できる物を持っていきま
した。）充電池，（念のため普通の電池も），電子辞書，英国用プラグ。メモリーカード
は５１２・２５６ＭＢと２枚持って行き，全て使いきりました。（他の人に比べ，撮り過
ぎだったとは思います・・・）（４期・Ｅ．Ｓ）
・デジカメ，５１２MBのメモリ，充電器，充電池の予備，英国用プラグ。（変圧器は持っ
ていきませんでしたが，デジカメだけならプラグでOKでした）（４期・Ａ）
・文具類はノート２冊，付箋サイズいろいろ，蛍光ペンの他筆記用具，資料整理のために
小さな２穴パンチ，バインダー１冊。（４期・Ａ）
・電子辞書が役立ちました！ちょっとした単語を調べたり，最近の電子辞書はいろんな内
容があって，暇つぶしにもなるかも。帰国後は辞書としても役立つので，英会話とか海外
旅行専用にしなくてもいいかなとも思います。（４期・Ａ）
・デジカメは持っていきましたが，バッテリーの予備だけで充電器をもって行かなかった
ため，写真の報告があることを事前講習で知り，慌てました。たくさん撮れるように準備
が必要です。（４期・Ti.M）
・携帯電話，ノートパソコン，湯沸かしポットは役に立ちました。Ｑ＆Ａでは，部屋に備
え付けがあったとのことでしたが，今回はなかったので（３期・Su）。
・変圧器は，最近のパソコンだとほとんどが不要です。デジカメの充電器も変圧器は不要
でした。アダプタに接続するコードのみ，海外用のものを買いました。変圧器は，高価な
上に，重いばかりであまり必要ないと思います。変圧器を買うより，変圧できるドライヤ
ーを購入しました。これなら日本でも海外でも使用できますし，この方が重くないですか
ら・・・。デジカメは，必需品だと思います。（３期・Hata）
・デジカメは必需品。ドライヤーは役に立った。携帯電話はお守り代わり。英国用のプラ
グは，ドライヤーや電気製品の充電等で必要。寝る前にMDで，日本の音楽を聴くのは楽し
みでした。家に缶の日本茶がたくさんあったので，重たかったけどペットボトルのものも
併せて10本持って行きました。ソフトドリンクでは水くらいしか買えなかったので，役立
ちました。体力に自身のある（重たいものでも持てる人）人にはお勧め。（３期・Ki）
・変圧器はドライヤーのために必要でした。デジカメ用電池の充電器（変圧器付），洋服
のしわ取り・しみ取り，カイロ，目覚まし時計，腕時計（国内外２）（３期・Ｙ）
・乾電池（現地では調達難しい，学生通訳さんにも喜ばれます），デジカメ，筆記道具，
携帯は日本で借りると変圧器がついていました。ティッシュも貴重品。シャンプー，リン
ス，石鹸かボディシャン，日本のホテルの様に，いろいろなものが部屋には備え付けられ
ていません（３期・Hase）
・スリッパ（機内用でも可），タオル（代えタオルをもらえなかった）。あと，現地で，
エアメールを出すのに日本の住所録をもってなくてだせなかったので出したい人の住所を
ひかえていくと良いと思いました。（３期・Ｓ）
・デジカメ，服のしみ抜き紙（ドレッシングが服について，少ない服の手入れに一緒に行
った仲間が持っていたので助かりました。後でスーパーに売っていたので旅行時はこれよ
ねって思いました。○田さんありがとう）。電子辞書は大変助かりました。英語が分から
ないので・・・（２期・Ｈ）
・小型目覚まし時計（アラーム付き，単３電池），国際携帯電話（レンタル。詳細はＪＡ
Ｌ資料を参照のこと。レンタル料は帰国後３ヶ月程度にまたがって請求されますが，10月
末現在５千円余でした。），洗濯物干し用のロープ（ただし，かけるフック等がほとんど
無いので，フックも持参するなど工夫が必要），小型の英和・和英辞書，デジカメ（パソ
コンに情報入力できる媒介についても必要），デジカメのバッテリー対策機器（充電器，
電池，他）。（１期・Ｎ）
・ＭＤウォークマンとその充電器と変圧器は，重宝しました。テレビもラジオもない，ベ
ッドと机だけがある寮の部屋での唯一の楽しみでした。（１期・Ｗ）
・目覚まし時計，電子辞書。膨大な資料を渡されるので，スーツケースがパンパンになり
ます→軽くて機内手荷物にできそうな物はスーツケースから出さなければならなかった→
手荷物用バッグ，袋（大きめ）などが必要。充電器（デジカメ使用者）とアダプター（１
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期・Ｍ）
・地域的に非常に乾燥しています。お肌のケアの用品等用意されていくと良いでしょう。
（１期・Ｆ）
・10時間を超えるフライトです。機内も乾燥しており，男性でもリップクリームくらいは
持っていた方がよいかもしれません。（１期・Ｎ）
・日本の携帯電話の充電器を持っていった方が良かった（英国では使いませんが，帰国後
すぐ携帯電話を使おうとした時，英国滞在中は電源は切っていたにも関わらずバッテリー
がかなり減っていて，帰国時のメールチェック等に支障がありました（関西空港から地元
空港への飛行機のつなぎ時間が私の場合，長かったせい？）。（１期・Ｎ）

※ ポイント ※
コンセントの変換器はもちろん，電機製品は変圧器の要否に注意！
充電器（パソコン，デジカメ，携帯）によっては，変圧器が必要となるもの有り
報告書の表紙を飾る写真を撮るなら，デジタルはＮＧみたいですよ～

Ｑ８ 持っていって失敗したもの／要らなかったものは？ （みそ汁の素，他）
・電子辞書はあった方がよいですが，会話中に調べられるはずもなく，引くことは少ない
でしょう。買うまでもないですし，無くても何とかなります。周りの人に「これどういう
意味？」と聞けば，誰かしら，わかるものです。事務用品系はほとんど使用しませんでし
た。正直，普段の仕事で使っているノートとボールペン＋αの訪問グッズさえあれば，Ｏ
Ｋです。（４期・T.S）
・電子辞書を購入し持っていきました。しかし英語がもともとダメな私は，単語を一つ調
べればわかるというのではなかったので，活躍とまで行きませんでした。（４期・Ｕ）
・資料を入れるためと思って持っていったブリーフケースは，オリエンテーションの時に
ウエルカムパックとして配られました。またババシャツなどの防寒着類も使いませんでし
た。９月上旬だったので昼間は寒くなかったです。また，乾電池やタックシールは今年は
あまり使いませんでした。（４期・Ｉ）
・たくさんの文房具セットを持っていきましたが，ノートとペン，少しの付箋とクリップ
があれば十分でした。（４期・Ｔ）
・４期生の場合は冬服は要らなかったです。バスタオルも不要でしたが，惜しくないもの
を持って行き，現地で処分してもよいのでは？（４期・Ａ）
・事務用品はいろいろ持って行けば便利ですが，とりあえずペンとノートと大きめバック
があれば大丈夫です。（４期・Ｂ）
・英語の辞書，電子辞書にすればよかったと後悔しました。旅行用ドライヤー，小さくて
よいのですが，風力弱くほとんど乾かなかったです。結局自然乾燥となりました。持って
いくなら，海外でも使える変圧器不要のドライヤーにすべきでした。（４期・T.K）
・機内や空き時間に本を読もうと思い文庫本を３冊持っていきましたが，行きの機内で読
んだだけでした。１冊で十分だったと思いました。（４期・K.M）
・お菓子・ペットボトルのお茶。お水などいつでも近くのお店で購入することができ，わ
ざわざ持っていく必要はないと思います。お菓子は食べる時間もないし，食事後にデザー
トも出てくるため，欲しいと思いませんでした。（４期・Ｅ．Ｓ）
・洗濯ができる環境でしたので，タオルや着替えは最小限でＯＫ。（４期・Ti.M）
・無いことを前提に持っていき，帰りに捨ててくるという方がいいのかも。（３期・Su）。
・梅干を持っていきましたが，現地では全く食べなかったので，日本人の通訳の学生さん
に差し上げました。プレゼントとしては無駄ではなかったと思います。（３期・Hata）
・日本茶が飲みたくなると思ったのでティーパック等持っていきましたが，湯をわかすこ
とができない寮だったのでまったく飲めませんでした。ミネラルウォーターを常温で飲ん
でいました。（３期・Ｍ）
・インスタントコーヒーやお茶を持っていきましたが，寮の部屋にコーヒー，紅茶，コー
ヒーカップ等が用意されていました。（２期・Ｓ）
・洋服の量（３期・Ｙ）
・小金に崩すことをねらって，初日の夜，早速，酒屋に行きevianとウィスキーをそれぞ
れ１本買いました。ウィスキーは結局，殆ど飲む暇が無く３分の１程度は捨てざるを得ま
せんでした（もったいなかった！）。（１期・Ｎ）
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・日本食のフローズドライやレトルト食品を持っていきましたが，イギリスの食事はまん
ざらではなく，毎晩おなかいっぱいでたべることはありませんでした。（１期・Ｗ）
・携帯用の湯沸しポットを持参したが，部屋に用意されていたので，必要なかった。（し
かし，連日のハードスケジュールのおかげ？で，備え付けのポットを使い，何かを飲むと
いうことすらできなかったけど。）バスタオルは，寮でも借りられたので，とにかく小荷
物で行きたい人は持参しなくても良いのでは。（１期・Ｍ）
・私は，荷物が多かったのが大失敗でした。（１期・Ｋ）
・洋服を多く持ちすぎました。（１期・Ｈ）

※ ポイント ※
荷物はコンパクトに！
多くの資料を現地でいただくので，帰りはボリュウム満点な荷物になりますよ～
不要なものは持って行かない（現地においてくる覚悟も必要？）

Ｑ９ お小遣いはいくら位持っていった方がよい？（カードは？ 現金は？ トラベラー
ズ・チェックは？）

・国内の銀行で換金しました。たしか４万円で１セットなので，２セットくらい。カード
が使えるので，あまり使用しないかもしれませんが，ちょうどカード情報流出事件が世界
を騒がせていたので，僕は現金一辺倒でした。なお，ＪＣＢはほとんど使えません。VISA
がMASTERで「物より想い出」をお買い求めください。（４期・T.S）
・出発前，関西空港で換金しました（６万円）。お土産とお祭りで現金を使いすぎ，最終
日の通訳さんへのお礼代金やコッツウオルズ（カードが使えないお店が多いです）でのお
土産代をドルで立て替え払いをしてもらい，日本円で返しました。コッツウオルズにはイ
ギリスらしい素敵なお土産があるので，現金を最終日まで残しておくことをおすすめしま
す。（４期・Ｔ）
・日本の銀行で予め５万円換金して行きましたが，足らなくなり，現地であと３万円換金
しました。フリーデイでの乗り物や小物を売っているお店の買い物など，ポンドが必要で
した。空港やハロッズでの買い物にはＶＩＳＡカードを使いました。（４期・Ｅ．Ｓ）
・ポンドを地元銀行で換金しようとしたら，地元では扱っていなくて上海銀行外貨宅配サ
ービスで10万円換金しました。出発時，お財布を軽くて持ちやすいのに変えたら，なんと
カードを持って行き忘れました。気がついた時はショックでしたが，事前におみやげも頼
んでいたので十分足りました。（４期・Ｕ）
・出発前の関空で７万円分換金。お土産等で使い切ってしまいました。（４期・T.K）
・関空で８万円ほど換金。カードは使わず，現金で購入しました。（４期・K.M）
・出発前，関西空港で換金しました（７～８万円程度）。ちょっと多かったかもしれませ
んが，コンビニで水やビールを買ったり，フリーデイや帰りのヒースロー空港でのおみや
げを買うときに使いました。街にはVISAなどのクレジットカードＡＴＭみたいなのもある
ので，暗証番号を覚えていればおろすこともできます。（４期・Ｉ）
・関空で７万円分ほど換金しました。ロンドンでの買い物や空港ではカード（VISA）が使
えましたが，最終日のフリーデイでは乗り物代や食事代，それに通訳さんへのお礼なども
あるので，それまでに使い切らずにポンドも持っておくほうがよいです。（４期・Ａ）
・出発前，関西空港で換金しました（３万円程度）。基本的にお土産はカードで購入しま
したが，フリーデイのバス代や入館料，通訳さんの食事代など，こまごまと遣ってしまい，
他の方に換金してもらったりしました。（４期・S.K）
・外貨は３００ポンド用意し，あとは日本円で数万円用意しました。外貨は全て使いきり
ました。（４期・Ti.M）
・現金はあまり持っていきませんでした。滞在中の食事はほとんどついていたし，おみや
げはまとめ買いしてカードを使っていたので，自由行動の時に必要な分だけ現金化してい
ました。トラベラーズチェックも持っていきませんでした。（３期・Ya）
・３００ポンドくらい持っていきましたが，ほとんど使うことはありませんでした。フリ
ー・デイに何をするかで大きく違うとは思います。（３期・Su）。
・６万円分換金しましたが，余るくらいでした。（カードはＪＣＢだったので，あまり使
いませんでした）（３期・Ｓ）
・現金では10万円弱持っていきました。結局あまりカードは使わず，現金購入をしました。
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小さな店ではやはり現金を持っていたほうが便利です。治安もそんなに悪くなかったと思
います。普段は鍵をかけたスーツケースに入れて部屋においていました。トラベラーズチ
ェックは持っていきませんでした。（３期・Hata）
・思ったより使わなかったです。換金しすぎても帰路の際使いきりが難しくなるので，カ
ードがあれば便利です。（３期・Ｍ）
・現金は５から10万ぐらいでよいと思います。カードを使いました。（３期・Hase）
・おみやげは，クレジットカード（VISAとマスター）が便利。人によって使う金額は違う
と思いますが，その他２～３万円分位のポンドと，念のため日本円が２万円位があればい
いのでは？トラベラーズ・チェックは不要。（３期・Ki）
・現金は，行きの関空で８万円分程度換金しました。もっと小額でよかったと思います。
できれば細かく換金した方がよいです。最初の買い物は水でしたが，50ポンド紙幣を出す
と嫌な顔をされます。後はカードで買いました。（３期・Ｙ）
・現金は，空港で数万円換金し，あとはカードで買い物した。お土産の買い物はカードで
大丈夫なので，あまり現金は使わなかった。（３期・Ｔ）
・現金は３００ポンド ，クレジット・カード，日本円１万円ぐらい（３００ポンドは一
日目のフリーデイと最後の自由行動の時のバス代，電車代，バブの飲み物代，コンビニで
のお菓子代かな？）。他は，カードで買い物しました。（２期・Ｈ）
・現金：２００£（関西空港では50£紙幣と20£紙幣で両替されましたが，現地ではなる
べく早めにせめて10£以下の紙幣や硬貨にすることをお勧めします），トラベラーズチェ
ック：無し（意外と使いづらいのでは？），カード：VISA（ダイナースは使えないところ
が多かった）。（１期・Ｎ）
・現金１５０£とトラベラーズ・チェック２００£とカードを持っていきました。特に困
ったことはありませんでした。オックスフォードの観光中に両替することもできました。
（１期・Ｋ）
・私は日本で両替して４００ポンドほど持っていきました。トラベラーズチェックも持っ
ていきましたが，結局使いませんでした。個人的には，両替して持っていった方が楽だと
思います。ただし，オックスフォードではあまりお金は使わないと思いますし，ロンドン
ではブランド店など日本円が使えるお店もあるので，大量に両替して行く必要はないと思
います（実際，私はイギリスで両替していませんし，持っていった日本円でもお土産を買
いました。）。また，50ポンド札は日本で約１万円ですが，使い勝手が悪いです。市内で
乗るタクシーはもちろん，数ポンドの買い物で50ポンド札を出すと嫌がられます。大きな
お店で10ポンド位の買い物の時にくずしておいた方がよいでしょう。（１期・Ｈ）
・現金は３万円分を関西空港で両替しましたが，前半のお土産で結構使ってしまい，後半
の自由行動で慌てました。地下鉄のチケットは，カードが使え便利でした。（１期・Ｋ）
・30ポンドを現金で。あとＪＣＢは持っていましたが，マスターにしました。VISAはシス
テム故障で英国の一部地域が使えないと言うことだったので・・・。（１期・Ｈ）

※ ポイント ※
研修中は，チップを払う機会は殆どありません。
現金はそれほど要らないかも。。
クレジットカードを普段から持っている人は，暗証番号も忘れずに。。

Ｑ10 日本との連絡手段（電話）は？（国際電話，レンタル，ボーダフォン，プリペイド
カード）

・事前にdocomoに申し込み，携帯電話を借りました。メールもできたので，家族や職場と
の連絡に重宝しました。写真も送れるので，イギリスから日本にいる家族に送りました。
しかし，バケット代は日本よりかかるので，メールしすぎは注意です。請求書を見て驚き
ました。（４期・T.K）
・海外用の携帯を借りていきました。メールアドレスもそのままで使えて便利でした。な
によりメールが届くとうれしかったです。（４期・Ｕ）
・私は元々ドコモの携帯電話を使っているので，インターネットで調べて国際電話として
使えるドコモの携帯電話をレンタルしました。受け取り方や返却の仕方を選ぶことができ，
私は３日前くらいに自宅に宅配で届けてもらい，返却は関西空港としました。電話番号及
びメールアドレスは日本と同じものを使うことができたためよかったです（ただし，イギ
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リスに行っていることを知らない友人から明け方に電話が来てしまったことも）。レンタ
ル料は10日間で3150円だったかと思います。（４期・T.M）
・海外で使える携帯を用意しましたが，現地で電話カード（５ポンド程度）を購入し，簡
単な家族とのやり取りや職場への連絡で５日間通話ができました。（４期・Ti.M）
・関西空港で国際携帯電話をレンタルしました。私はＪＡＬエービーシーというレンタル
会社にインターネットで事前に申し込みました(http://www.rental-mobile.com/)。メー
ル機能などは使えず，途中で間違い電話みたいなのもかかってきました（もちろん英語）
が，通話には不自由しませんでした。他社やプリペイドカードとも比較して選ぶと良いで
しょう。（４期・Ｉ）
・私は海外用の携帯は持っていきませんでした。市内で売っているプリペイドカードはい
ろんな種類があるようですが，５ポンド（千円位）で90分位かけられるようで，寮の部屋
から毎晩かけても（日本では朝！）かなり余りました。日本国内の遠距離より安くてびっ
くり。ただ，携帯をお持ちの方はメールも出来て便利そうでした。（４期・Ａ）
・英国のお店で買えるプリペイドカード（千円位）を利用して，自室の固定電話からかけ
ていました。なぜか，国際電話の料金は異常なほど安く，１枚買えば１時間30分位話せま
す。使用方法も簡単…というか，誰かに聞けば教えてもらえますし，コンピュータ案内な
ので，何度かトライすれば何とかなります。なお，プリペイドカードには複数の種類があ
り，タイプが違うと使用できません。寮の管理人室でも販売しているようなので，町のお
店で買うより，そちらで購入した方がよいでしょう。（４期・T.S）
・事前に何も考えていなかったのですが，関西空港で国際携帯電話のレンタルを発見して
その場で契約しました。日本にいる時と同じようにつながるので（時差には注意），思わ
ず長話になってしまい請求額にショックを受けました。（請求額にも注意）（４期・Ｔ）
・関空で国際携帯電話をレンタルしました。関空で返却すれば良かったので便利でした。
（４期・K.M）
・電話はタイミングをみなければいけないので（時差があるので）不便を感じる時があり
ましたが，家族への連絡はメールが重宝しました。（４期・K.M）
・悩んだ末に，出発直前に海外対応の携帯を購入しました。購入時には，半年以上契約し
てもらわないと困るなど言われ，３件目でようやく契約する苦労をしました。でも，オッ
クスフォードはボーダフォンのショップもあるくらい，電波状態はよくて助かりました。
関西空港では，皆さん，意外に簡単な手続きでレンタルしておられたので，レンタルでも
よかったかなと思っています。８時間の時差があるので，通話意外には，メール通信もよ
くしました。家族や職場の方に写メールを送って喜ばれました。（４期・S.K）
・国内でボーダフォンの海外用をレンタルして行きました。（ちょうどキャンペーン中で
あったため，ものすごく安い金額でレンタルできました。）
・携帯電話が特別必要になった場面はありませんが，持っていると安心ということと，ど
こからでも少しの時間で日本と連絡が取れるというメリットがありました。メールは日本
の時間を気にせず連絡ができ，便利です。（４期・Ｅ．Ｓ）
・スイフトカードを買って，国際電話していました。最初は，公衆電話を使っていました
が，後に寮の部屋にある電話も使用可能と言うことがわかり，部屋から国際電話をかけて
いました。携帯電話は借りませんでした。（３期・Ya）
・職場の福利厚生クラブの本で見つけた携帯電話を借りました。毎日連絡しましたが７千
円代でいけました。（３期・Ｍ）
・早朝町中の公衆電話でしていました。メールも打てる公衆電話でしたが（アルファベッ
トのみ），帰国後確認してみるとメールは届いていませんでした。残念。（３期・Su）。
・レンタルしましたが，管理職以外の人は，必要時にプリペイドカードで十分。（通訳の
学生さんに購入方法は聞いてください）（３期・Ki）
・日本への連絡は，レンタルの国際電話用携帯電話を持参した。時差の関係で，連絡でき
る時間帯が限られるので，携帯が便利だった。（３期・Ｔ）
・携帯電話をレンタルしました。事前連絡し，関空で借り関空で返しました。連絡は朝７
時頃（日本時間15時頃）や夜12時頃（日本時間８時頃）にしました。（３期・Ｙ）
・レンタル携帯にしましたが，２人ぐらいでした。公衆電話の方が多かった。携帯海外兼
用になってきたので状況は違うと思います。（３期・Hase）
・連絡とる暇もあまりなく，無くても全く問題ありませんでした。（３期・Ｓ）
・私は国際電話を持っていきませんでした。きっと寮に電話があると思ったからです。で
もありませんでした。早朝に早起きして15分くらい離れたところの公衆電話に行く人もい
ましたが・・。治安の関係で大学の寮は６時にならないと開門しませんでした。国際電話
をレンタルしたり購入した人はとても利便が良かったようです。もちろん仲のよくなった
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研修生に借りることもできたのですが，時差を考えると真夜中に友人をおこさなければな
らず困りものです。また使用料金もトラブルの基です。研修も後半になると現地のカード
で部屋から日本にコールできる方法をみつけたりしたのですが，やはり子どものいる人や
毎日家族と連絡を取り合いたい人は，国際携帯電話がお奨めです。（３期・Ｋ）
・レンタルの携帯を利用しましたが，レンタル代と通話料で１万円以上かかりました。寮
に公衆電話があったので，プリペイドカードの利用がいいかもしれません。レンタルで便
利だったのは，研修の休憩時間に電話できること。こまめに連絡とりたい方にはいいのか
も。（２期・Ｋ）
・時差が８時間ありますし，研修プログラムがタイトに組まれていますので，接続できる
時間帯は限られています。公衆電話等の利用も重なるという事態が生じます。私は国際携
帯電話のレンタル利用をしましたが，一考の価値はあるかと思います。（１期・Ｎ）
・時差のため連絡をとるタイミングが難しく，イギリスの早朝か深夜または，昼休みに連
絡をとりました。スイフトカードが便利でしたが，公衆電話を探すのに苦労することもあ
りました。（１期・Ｗ）
・時差を考え，プログラムの合間を縫い，公衆電話を探して，日本へ連絡をするのはかな
り大変だったので，頻繁に連絡をとりたい人であれば，国際携帯電話を用意するのがベタ
ーかと。（１期・Ｍ）
・私は公衆電話を使って連絡していました。１ポンドで１分くらいだったと思います。公
衆電話では１ポンド硬貨が貴重だと思いますので，５ポンド札とかをくずしておいた方が
賢明です。時差が８時間（サマータイム）なので，職場には朝食前（日本では午後３～４
時ころ）にかけていました。（１期・Ｈ）

※ ポイント ※
スイフトカードが便利ですが，意外と通話する時間帯が合いません。
国際携帯電話も一考の余地有り。
国内・国際共通でかけられる携帯も。。。（毎年，状況が進化しています）

Ｑ11 天候とその対策（服装，履き物）は？（暑さ・寒さ，雨・日差し）
・朝夕と日中の温度差は結構ありました。上着は研修先用に失礼のないものと，アフター
ファイブやフリーの日用にラフなものがあるとよいのでは。荷物がかさばるので，靴は１
足のみですごしました（歩きやすくON/OFF両方に使えるシンプルな黒靴）。（４期・Ａ）
・今回はとにかく暑かったです。服装も不要となった物がたくさんありました。事前に調
べていくことが必要です。（通訳の方の話では，最近はイギリスでも暑い日が多いようで
す。）（４期・Ｅ．Ｓ）
・朝６時の散歩時は寒く，昼は半袖でよいほど暑いです。英国らしく，雨はショボショボ
としょっちゅう降ります。履き物は履き慣れた靴で，かつ，雨の日も大丈夫のものが必須
で，１日数キロを歩くという前提のものが必要です。（４期・T.S）
・天候の予測は当日でも困難でした。長袖は半袖にもできます（？）ので，薄手の長袖を
中心にカーディガンやジャケットと組み合わせるとよいと思います。（４期・Ｔ）
・歩いたり芝生に座ったりもあり，服装はパンツスタイルが結構楽でした。（４期・Ｂ）
・吐く息が白くなる日は１日だけで，それ以外が穏やかな天候でした。でも行く前は予想
がつきませんでした。９月上旬であればそれほど寒くなることはないと思いますが，事前
のワールド天気予報などでチェックして準備して下さい。（４期・Ｉ）
・ズボン２枚，ブラウス４枚とＴシャツ２枚，ベスト２枚，上着とセーター各１枚，スー
ツ１着もっていきました。４期は暑くてセーターは必要ありませんでしたが，一方で半袖
が足りなくて困りました。もう少し衣類は減らせたかもしれません。衣類圧縮袋を使いま
した。（４期・T.K）
・オックスフォードは石畳です。研修中の移動やフリーの際にもよく歩きます。靴は靴底
のしっかりした，履き慣れたものをお勧めします。（パンプスしか持っていかなかった私
は，長時間飛行後の足のむくみや歩き疲れで，密かに悩んでました。）（４期・S.K）
・例年より時期が早かったこともあり，長袖１枚でちょうどよい気温でした。雨傘の必要
な日も少なかったです。（４期・Ti.M）
・例年よりも研修時期が早かったためか，日中はとても暖かかったです。セーターだと汗
ばむくらいでした。ただ，朝晩は冷えますので，重ね着ができるとよいと思います。５期
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「（おそらく）研修初
日午後のオックスフォ
ード市内観光中の服
装」（１期・Ｎ談）

生はもう少し遅い時期のようですので，寒さにも対応できるような準備が必要でしょうか。
履き物は，歩きやすい革靴と，ヒールのある靴を持っていきました。どちらも活躍しまし
た。（４期・T.M）・４期生は例年より早い時期の研修だったため，現地も真夏日を思わ
せる日が多く，夏物ももう少し持っていけばよかったと後悔しました。（秋物！に集中し，
黒色の服が多く，写真を見ると，どれも黒でした｡｡｡）ちなみに，出発前日の大阪はフェ
ーン現象で暑かったです。幸いに，雨の多い土地柄のはずですが，折りたたみ傘は２回だ
け使いました。（４期・S.K）
・結構寒かったので，厚めの上着が必要。折りたたみ傘も必要。（３期・Ｏ）
・朝，夕は冷え込み，昼は晴れていれば暖かいです。上着と折りたたみ傘は絶対あったほ
うがよいです。（３期・Ｍ）
・日本は残暑が厳しく暑い時だったが，イギリスはかなり寒かった。薄手のものしか持っ
て行かなかったので，後悔した。重ね着できるもの，スカーフ，マフラーなどがあった方
がよいかと思う。（３期・Ｔ）
・私たちは寒かったです。毎年違うと思いますので，いろいろ工夫してください。傘は必
要，歩くので楽なもの（３期・Hase）
・ロンドンに行った日の早朝は本当に寒かったです。日本だと出発する頃はまだ暑くて，
厚手の服を出すのも嫌な感じでしたが，イギリスは結構寒いですよ。半そで一枚と，あと
は長袖の服を用意するといいと思います。後は，肌着で調整をすればいいのではないでし
ょうか。（３期・Hata）
・結構寒かった。上着を持っていってなくて，下に重ね着しました。（３期・Ｓ）
・朝夕は，ストーブをつけていましたが，昼は薄い長袖とジャケットで，調節するくらい
でした。靴は，見栄えより機能的なものを。（３期・Ki）
・服装は，日中日が照っている時は暑いのですが，夜は少し肌寒いので，秋の服装＋カー
ディガン又はジャケット（薄手のウィンドブレーカーなど）が１枚あると良いかもしれま
せん。或いは，小さめのカイロがあると寒い時には便利です。（３期・Ya）
・雨は２回ぐらい降ったかな？ 折りたたみ傘は，いつも鞄にいれて持っていました。ぱ
らっと降る時がありましたので。オリエンテーションの時も，傘は常備するようにとアド
バイスをいただきました。服装は，大変悩みました。１期生の方の写真は，大変参考にな
りました。写真見てどれくらいの服持っていこうか決めました。（２期・Ｈ）
・雨が多いと聞いていましたが，比較的天気に恵まれ傘を使ったのは２回ぐらいでした。
公共のバスを使うことが多いので，折り畳み傘はいつもバックに入れていました。軽いコ
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「研修中の一コマ（大学キ
ャンパスの中）」

ンパクトな折りたたみ傘は便利です。朝夕と昼の温度差が大きく，昼は半袖でも夜はジャ
ケットがほしくなる日もありました。重ね着できるものが便利。（２期・Ｋ）
・天候には恵まれ，雨が降ったのは１回だけでした。夜は寒くなることもあったので，カ
ーデガン等の上着が必要でした。研修でもフリータイムでもたくさん歩くので，履き慣れ
た靴が一番です。（２期・Ｓ）

※ ポイント ※
１期・２期共に好天に恵まれましたが，３期はかなり寒かったようです。
４期のみが研修時期が例年より早い時期でしたので，暑かったようです。
基本的には雨の多い時期です。好運により，実害は避けられているようです
が，折りたたみ傘は必需品！
寒暖の差は激しく，夜も戸外を歩くことが結構あるので，ジャケットは必要。
訪問時は，男性はネクタイ着用・背広パターン。
女性も男性に準じて用意すると良いでしょう（ドレスは？？）。
報告書中の写真をご参照ください（論より証拠）。

Ｑ12 おみやげ対策は？（お勧め，事前購入，他）
・英国へのおみやげは「日本らしいもの：を，安い物でよいので５～６個持っていくとよ
いです。僕は竹細工の物を持っていきましたが，ヒットしていました。英国人のイメージ
する日本は，本当に”極東”という感じのようです。国内へのおみやげは最終日のフリー
デイで買うか，ヒースロー空港の巨大なお店群で１時間ほど買い物できる時間があるので，
そこのハロッズ等でお買い求めください。（４期・T.S）
・国内の旅行会社などに置いてある海外お土産用パンフレットで，お菓子などは事前購入
しました。便利ですが，値段は現地購入と比べかなり高い！（４期・Ｅ．Ｓ）
・チューターの先生からアドバイスいただき，訪問からの帰りの時間を利用してオックス
フォードのスーパーマーケットでチョコをまとめ買いしました。その他フリーデイや最終
日の移動途中では小物類の買い物をして，最後はヒースロー空港のおみやげコーナーで買
いました。（４期・Ｉ）
・行きの関西空港での自由時間に，他の研修生と一緒にショートブレッド及び紅茶を事前
購入をしました。家に宅配をしてもらったので，荷物にもならずよかったです。でも，結
局はイギリスでもたくさんおみやげを買ってしまいましたが。（４期・T.M）
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・最小限のものは，通販で予約しましたが，現地でしか買えないものは自由行動の日に購
入しました。現地の店は夜間は閉まっており，研修は夕方までびっしりありますので，平
日は購入が難しいと思われます。（４期・Ti.M）
・出発前に職場等のものは注文してました。ストラトフォードでは子ども達へのおみやげ
を買いました。クリスマスグッズもありかわいかったです。（４期・Ｕ）
・出発前の関西空港で予備用，オックスフォード観光時にアリスショップで友人用，ロン
ドン観光時にハロッズで知人用，コッツウオルズ観光時に自分用，最終日の空港で職場と
家族用にクッキーと紅茶を購入しました。（４期・Ｔ）
・通訳さんに日本へのお土産を尋ねたら，「缶のかわいい紅茶」とのことでした。納得で
す。味見しないでチョコとお菓子を買ったらすごい味でした。（４期・Ｂ）
・予めお土産リストをつくり，買い忘れがないように気をつけましたが，平日はほとんど
買い物できないです。行きの空港で事前購入される方もありましたが，旅行会社からの斡
旋ではなく参加者自らが手際よく手続きをされていたようです。私は事前購入をしてなか
ったので，現地での心の負担は大きかったです。職場には事前購入，身近な人には現地で
気に入ったものを見つけるとよいのでは？通訳さんに連れて行ってもらった現地のお店で
購入した衣類は娘や私のいいお土産になりました。（４期・Ａ）
・日本のように包装はあまりしてもらえないので，「もっと袋をもらえますか？」とお店
の人に聞いてみるとよいと思います。（英語で！）（４期・Ａ）
・事前注文済みだったにもかかわらず，チョコのお店や紅茶のお店をみると買いたくなり，
結局買いすぎてしまいました。お買い物好きの女性で，荷物が重くなること覚悟なら，現
地（空港でも買えます）購入おすすめします。事前にいくつお土産を買うのかリストにし
ておくと，間違いないと思います。（４期・T.K）
・家族や親しい方へは現地で購入しましたが，職場などへは事前に購入しておいたので，
心的負担も少なく，また，荷物も少なく，良かったです。（４期・K.M）
・近くのスーパーで買った紅茶やお菓子，又はオックスフォード大学グッズが喜ばれまし
た。（３期・Ya）
・事前購入はお勧めですが，買いすぎないように。現地でもけっこう買ってしまいます。
現地購入は事前購入よりは相当安い。（便宜性をとるか，費用をとるか…）（３期・Ｓ）
・関西国際空港で，出発前に購入して帰国の頃自宅で受け取れるようにしました。職場へ
のお土産は最初に購入したので安心して出発できました。でもカタログだけで購入したこ
のお土産・・・予想に反して一つ一つが小さかったので，ちょっと恥ずかしかったです。
やっぱり見て買うことが必要ですね。現地ではあまりおみやげに気を取られるよりも，研
修に集中して，ロンドンの空港の免税店で集中しておみやげを買えばいいと思います。結
構時間はありました。（３期・Hata）
・オックスフォードと書いてあるものは，オックスフォード滞在中にしか買えません。ア
リスショップの製品は，帰国後うらやましがられました。最初の日曜日午後，学生さんに
案内してもらいました。（３期・Ki）
・お土産はかさばらないようにと，ペンやしおりにしましたが，やっぱり紅茶やクッキー
が欲しくて買ってしまいました。帰りは荷物が多くて大変でした。クッキーなどは事前購
入の方がいいかもしれません。（３期・Ｙ）
・オックスフォードのボールペンがお勧め。結構おしゃれで，かさばらないし，おみやげ
にすると喜ばれた。（３期・Ｔ）
・事前購入＋現地のもの。お勧め・・紅茶。。おいしい，軽い（３期・Hase）
・おみやげは事前にカタログでの購入がいいと思います。現地での自由行動の時間が限ら
れている中，みるもの全てが感動的で職場や友人へのおみやげに悩んでいる時間がもった
いないです。自分や大事な人の分だけ現地での購入をお奨めします。カタログの商品も現
地と同じ値段でおみやげ屋でよくみるものばかりですので，「買ってきた」と言っても大
丈夫です。（３期・Ｋ）
・ポイントは買い物時間を確保すること。休憩時間，研修終了後夕食までの間などを使っ
て買い物しました。（３期・Ｏ）
・チョコとか，職場へのおみやげは，事前購入しました。オックスフォードと書いたもの
を買いました。もう来ることはないかな？って思って。（２期・Ｈ）
・オックスフォードのネーム入りのものは記念になるので，初日の自由行動の日に買いま
した。英国のものは帰りの空港でも時間があり，買えます。サッカー好きには，ヨーロッ
パチームのレプリカやグッズは喜ばれました。（２期・Ｋ）
・ロンドン市内の「いぎりす屋」（ＪＡＬ系列）で買った，小さい衛兵隊マグネット人形
（２£弱）は，大変人気がありました。（１期・Ｎ）
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・日本を発つ前に事前購入及び帰国日指定の配達で準備しておきました。買うとかさばる
クッキーやチョコレートなどのお菓子の類，人形などを買っておきました（荷物になるこ
と・重量制限のこと等を考えると，個人的には重宝しました）。（１期・Ｎ）
・行きの飛行機の中で，「帰りにこれとあれを買っておこう」と思っていた免税品が，帰
りの飛行機では既に品切れというものが結構ありました。どうしても欲しいものは行きの
飛行機の中でゲットするしかないのかも。（１期・Ｎ）
・どうしても，買い忘れることがありますので，紅茶とかチョコレートとかペンやしおり
等ちょっとしたものを多めに買うことをおすすめします。（１期・Ｗ）
・やはり紅茶が喜ばれました。多少かさばるけど，重量はそれほどでもないので。お店で
は，（特に女性向けのおみやげなら）オックスフォードにしか無いと言われる「不思議の
国のアリス」ショップは，お薦めかと思います。それと，オックスフォード大学のグッズ
は，なかなか手に入れられない物なので，話のネタとしてはいいのかも。（１期・Ｍ）
・今回の研修は事前に新聞に載ったこともあって，おみやげの数が多くて困りました。あ
まりかさばらない物でイギリスで有名な紅茶を買って帰りました。皆さんに喜んでもらう
ことができました。（１期・Ｋ）
・英国で購入するとなると，荷物もかさばりますし移動が大変です。帰国時のスーツケー
スの重量が35kgにもなってしまい移動が大変でした。（１期・Ｆ）
・紅茶，クッキーなど職場へのお土産はヒースロー空港でもかなりの種類を売っています。
ただし，かなりかさばるので，持ち込み手荷物が多くなり，満席の場合はちょっと大変か
も・・。オックスフォードでのお土産は，あまり自由時間がないので買える時に買ってお
いた方がいいです。絶対に！（フリー日を丸々オックスフォード探索に充てるなら別です
が。）（１期・Ｈ）
・お菓子類は，かさばるので日本で注文しておくとよかった。紅茶・ミントチョコ・ショ
ートブレッドは好評でした。（１期・Ｋ）
・紅茶が軽くていいです。渋みが少なく丸いティバックも日本にはないので人気でした。
（１期・Ｈ）
・事前に購入していなかったので，貴重な自由時間を削って買い物しました。職場や県庁
へのおみやげなど，かさばり，辛いものがありました。ある程度事前に買っておいた方が
心にゆとりがあると思います。（１期・Ｎ）

※ ポイント ※
事前購入もいいかも。。
地元でなければ買えないものは，やはり記念になりますね。。

Ｑ13 オックスフォードでのお勧めスポット（最初の日曜日午後，空いた時間，等）
・毎朝散歩をしました。公園，牧場など・・・。このひと時が一番リラックスできた瞬間
だったような。（４期・Ｅ．Ｓ）
・早起きして朝の散歩では，公園や馬の放牧をしているところに行きました。朝のすがす
がしい空気とイギリスらしい素敵な緑には癒されました。（４期・Ａ）
・同じ研修生さんと，毎朝，散歩をしていましたが，近くの公園や牧場等，自然が豊かで
動物との触れ合いもあり，ほっとするひと時が過ごせました。フリーデイはロンドンへの
往復は団体行動で，途中，目的別の班行動だったので，効率よく観光・買い物ができまし
た。（４期・Ti.M）
・朝，馬が放牧されている広場？まで散歩につれてっていただきました。たくさんの馬が
いて，市街地のそばにこんな場所があるとはと感激しました。（４期・T.K）
・通訳さんにすっかりお世話になりました。セント・ジャイルズのお祭りを見に行けたこ
とも，とても良い思い出になりました（研修がお祭りの期間だと良いですね・・）。（４
期・K.M）
・初日の午後は，通訳の学生さんとグループに分かれて，オックスフォードの街を散策し
ました。とにかく，見るものすべてが感動でした。ランチにパブで飲むビールも最高でし
た。今回はタイミングよく有名なお祭りに出会い，夜遅くまで，皆でお祭りを楽しみまし
た。とにかく，スケールがすごいです。さながら移動遊園地です。 （４期・S.K）
・クライストチャーチは，ハリポタ好きの方には必須でしょう。オックスフォードは京都
並みの観光名所の塊なので，お奨めスポットばかりです。（４期・T.S）
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・通訳さんが案内してくれました。オックスフォードの町並みには歴史を感じます。やっ
ぱりハリーポッターのクライストチャーチは必見かな。お土産を買うチャンスでもありま
す。（３期・Ｙ）
・アリスのお店とチョコレートの専門店とスーパーマーケット（３期・Ｍ）
・朝一のお散歩はお勧めです。マートンカレッジ脇から入り，クライストチャーチを抜け
て近くの河に出るコースはとてもきれいです。朝から景色を堪能していました。最初の日
曜日の午後は，通訳の学生さんがお勧めスポットを案内してくれました。（３期・Ya）
・通訳の学生とペアで初日（日曜）午後に散策しました。カレッジや教会のいくつかを周
り，途中パブで休憩しました。あとは，移動中バスに乗っているときにハリーポッターの
ハーマイオニー役の子が通学している学校があると聞きましたが，横を通過しただけでし
た。（４期・Ｉ）
・通訳の学生さんたちが観光案内をしてくれて本当に助かりました。観光地よりも現地の
生活が見える場所を知ることが，後々の研修で役に立つと思います。学生さんたちの暮ら
しぶりを教えてもらうのもとてもいい学びになりました。ST.Mary's からの展望がとて
もよかったです。オックスフォード全体を見渡すことができて，街の様子を把握すること
ができました。（３期・Hata）
・ハリーポッターの映画撮影に使われたクライスト・チャーチやオックスフォード市街を
眺望できるST.Maryがよかった。（３期・Ｔ）
・学生さんにお願いして案内してもらうことをお勧めします。（お礼は食事等や持ってき
たおみやげで。日本のお菓子やティッシュペーパーが喜ばれました。）空き時間に一人で
歩いてスーパーに行き，地域の人の生活を垣間見ました。（３期・Ki）
・最初の日曜日「ヘッド・オブ・ザ・リバー」で昼食を食べました。ガイドブックにも載
っている川沿いのパブで，すばらしい景色でした。（２期・Ｓ）
・到着２日目の日曜日の午後：オックスフォード・ストーリー（日本語解説あり。オック
スフォードの歴史などが判るそうです。乗り物）に乗りたかった！ パント（船遊び）に
も乗りたかった！（パントは土日くらいしか乗れるチャンスがありません）。この２つが
オックスフォードへの私の心残りです。（１期・Ｎ）
・通訳の学生さんが一緒だから入れる門，入場料フリーなどの特権は，後からわかり，改
めて学生さん達に感謝した次第です。（１期・Ｎ）

※ ポイント ※
オックスフォードの観光ができるのは，着いた翌日の日曜日くらいしかあり
ません。時間は有効に！
２期生あたりからST.Maryがお奨めスポットとして登場！（２£程度？必要）

Ｑ14 フリーデイの過ごし方は？（例示）
・初日（日曜）の観光は班行動になります。天気がよかったので，僕は歩きまくる班に入
りまして，市内を通訳の学生さんについてまわりました。最終日の観光は全員，ロンドン
に行きました。これまた，学生さんについて歩く班行動でした。ちょっと外れになります
が，（実は道に迷って偶然たどり着いたのですが）タワーブリッジは感動しました。なお，
大英博物館はガイドブックでは２３時まで営業となっておりますが，実はほとんどのセク
ションは１７時で閉館となりますから，観たい人は必ず１７時までに回れる時間帯に行っ
てください。僕は，行き損ねました…。（４期・T.S）
・生まれて初めてミュージカルを観ることができました。通訳の学生さんが予約から案内
までして下さり，本当に感謝です。（４期・Ｔ）
・ロンドン観光後，待望のミュージカル（ライオンキング）を見ました。チケット予約か
ら当日の券のうけとりまで，通訳の方がおこなってくださりありがたかったです。歌声が
すばらしく，客席の反応も楽しくて忘れられない思い出になりました。（４期・T.K）
・ミュージカルを見に行きました。格調高いシアターで迫力もありとっても良かったです。
チケットは通訳の学生さんのカード引き落としで電話予約してもらい，学生さんに現金を
支払いました。（４期・Ｕ）
・幹事（調整役）をして頂いた研修生の方と通訳の学生たちの善意のおかげでロンドンを
楽しむことができました。地下鉄を駆使して（もちろん徒歩も）多くの観光スポットを巡
り，最後はいっしょに食事をしてバスでオックスフォードに戻りました。セントポール寺
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院やロンドンアイが印象に残っています。ハロッズの男子トイレで専任スタッフにチップ
を払ったことがみやげ話になりました。（４期・Ｉ）
・４期生は通訳さんに案内をお願いして全員ロンドンに行きました。途中までは団体で行
動し，その後それぞれが行きたい所毎にチームを作り，通訳さん１人につき４人ほどに付
き合ってもらいました。（お礼は食事，乗り物代，現金）通訳さんのおかげで有意義な観
光が出来たし，夕食の中華街では久々に慣れた味で感激しました。（４期・Ａ）
・下調べをしていなかった私ですが，調整役の研修生と通訳さんのお陰で，ロンドンを楽
しむことができました。（４期・K.M）
・ロンドンに出かけ，カレー（インドカリー）を食べましたが，おいしかったです。（３
期・Ｓ）
・３期生は，皆で行きたいところ（ロンドンの有名地，ミュージカル，マニアックなとこ
ろ）を出して，グループに別れ，そこに通訳の方々に交渉して入ってもらってロンドンの
行きたいところと本場アフタヌーンティを堪能しました。（３期・Ｍ）
・ロンドン観光をした後，ナイチンゲールミュージアムに行きました。ナイチンゲールに
興味があって少し勉強していたので，セント・トーマス病院を見ることができたのもいい
学びでした。ナイチンゲールミュージアムで，「ヘルスビジター」や「ディストリクトナ
ース」の始まりやその歴史にナイチンゲールがかかわっていたことを知り，研修の原点に
返れたような喜びを得ました。それから，ハロッズの高級ティールームでアフタヌーンテ
ィーをいただきました。日本円にして５０００円ぐらいだったと思いますが，雰囲気も内
容も本当に満足できるものでした。イギリスらしさを感じました。そして，そして！イギ
リスのシアターで，ミュージカル「マンマミーア」を見ました。出国前に友人に相談する
と，「あまり難しい英語のミュージカルを見てもストーリーをつかめなかったら楽しめな
いから，マンマミーアあたりが良いのではないか」とアドバイスをもらい，これに決めま
した。アバの音楽を通して，ストーリー展開があり，歌って踊って最後は観客総立ちで大
フィーバー！本当に楽しかったです。ストーリーも単純でわかりやすいので，あまり英語
力がなくても十分楽しめます。チケットは夜の時間帯のものを，現地で申し込みましたが，
事前に申し込み先をインターネットで調べておきました。一人１万円位の値段でした。最
高でしたよ！（３期・Hata）
・みんなで行きたい所を出しあって，グループ分けし，それぞれコースを企画して行きま
した。私たちのグループは研修生３人と通訳の方１人にお願いして，ロンドン観光をしま
した。ジョン・スノウポンプ，シャーロックホームズ・ミュージアム，大英博物館，バッ
キンガム宮殿などを廻り，キングクロス駅で記念撮影しました。（３期・Ya）
・朝からロンドン観光，アフタヌーンティ，ミュージカルなどナイチンゲール・ミュージ
アムは，人がそれほど多くないので，ゆっくりみることができました。（３期・Ｔ）
・いくつかのグループになって行きました。私はもう一度ナショナルギャラリーに行きた
いです。ロンドンの名所も事前学習すると更に感動です！（３期・Ｙ）
・行きたいところをポストイットに各自書き，同じ方面の人同士でグループを作り，回る
順番を学生さんに意見を聞きながらみんなで決めました。行きたかったミュージカルは，
時間がかかるので，あきらめて帰国後見ました。（３期・Ki）
・フリーデイは早めに計画しましょう。他人まかせにしていると，時間はあっという間に
過ぎてしまいます。どこへいきたいのか，何がみたいのかどこで食事したいのか，自分な
りに決めておいて研修に行ってから同じような趣味の人と行動しましょう。同じ１日の自
由行動なのにたくさんの施設を見学してあちこち観たグループと，デパートで買い物した
だけで終わった人などそれぞれでした。（３期・Ｋ）
・朝７時集合バス（約２時間ぐらい）ロンドン観光へ→駅で朝食→バッキンガム宮殿を外
から見学→歩きながらビッグベンを見た→ウェストミンスター寺院に入場して見学→タワ
ーブリッジ見学（やっぱりこれは見たかった）→昼は，マクドナルドで３０分ぐらい休憩
→大英博物館日本語付きガイドで見学（２時間ぐらい）→紅茶の店で紅茶買い物→ハロッ
ズで買い物（１時間）→キングスクロス駅（ハリーポッターの３／４駅が見たくて）→ロ
ンドン・アイという観覧車乗車（夜景がとってもきれい）→中華を食べる→（移動は，バ
ス・地下鉄です）→バスでオックスフォードへ戻る（午前１時30分頃）。※水曜日ぐらい
に行きたいところをピックアップして，行き方を教わろうと思ったら，一緒に通訳の学生
さんが，引率してくれました（本当に満喫した観光でした）。（２期・Ｈ）
・ロンドンへバスで出かけました。通訳の方と交渉して案内してもらったグループもあり
ました。夜にミュージカルを観ましたが，チケットは研修中に池田先生にインターネット
での予約をお願いしました。チケット申込みにはカードが必要です。人気のあるものでな
く，続き席でなければ現地でも調達できるみたいです。ロンドンでは地下鉄を利用しまし
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たが，路線図がカラー刷りで分かりやすく，主な観光場所は出口に看板があるので，なん
とかたどりつけます。（２期・Ｋ）
・ロンドンへ行きました。観光，買い物，ミュージカルを見ました。事前に何をしたいか
計画を立てておかないと貴重なフリーディは終わってしまいます。（２期・Ｓ）
・ミュージカルではライオン・キングもお奨めです。バルコニー席も一見の価値あり。日
本（浜松町）で演じられているものと，入場シーンが異なるところなどもおもしろいです
よ。（１期・Ｎ）
・地下鉄に３回以上乗るのなら（普通は乗る？），１日券を買うことをお勧めします。な
お，我々の時は戦争反対デモのため，地下鉄が止まったり遅れたりしていましたが。。地
下鉄地図は必携です！（１期・Ｎ）
・ミュージカルを見に行きましたが，全てがおもしろくexcitingな体験でした。ただ，３
時間前後と長丁場ですので，開演時間・終演時間，そして帰りの時間にはくれぐれも注意
しておく必要があります。なお，道を聞く時は，そのミュージカルを公演している劇場の
固有名詞を言わないと，教えてもらえません（Ｔheaterはいっぱいあるのです！）。なお，
私たちは，英国に行ってから席の予約をしましたが（通訳の方にお願いして電話で予約し
てもらいました），インターネットで日本にいながらでも予約できるそうです。席に余裕
が無かったり，同じ仲間同士で並んで席を取れないなどのことが生じる場合がありますの
で，予約は早い方がベターです。（１期・Ｎ）
・ミュージカルは，日本にいた時から楽しみにしていましたので，現地で通訳さんに予約
してもらいました。日本にいるときにインターネットで予約しようかと，大変悩みました
が，フリーデイの日に行けるかどうか，劇場の場所が分かるかどうか，予約のチケットを
購入できるかどうか等々不安がいっぱいで，予約しませんでした。事前研修で意気投合し
た方ができて，事前に計画を立てられるといいかもしれません。また，通訳さんに予約し
てもらっての観劇でしたが，席がダブルブッキングしていて，チケットに書いてある座席
にすわることができず，適当に空いている席に座らせられ，またそこに別の客がくると，
空いている席に移動させられました。日本のミュージカル等の観劇ではありえないことで
す。びっくりしました。予約は慎重に行うことをお奨めします。（１期・Ｗ）
・利用するバス（ロンドン－オックスフォード間）は２種類ありますが，両者は止まるバ
ス停が微妙に違いますので，ロンドンに着いた時に確認しておくことをお勧めします（ V
ictoria Coach Stationからは赤い２階建てバスは出ない様です）。また，午前０時半以
降は１時間に１本程度の運行状況となりますので，ご注意を！（私たちは，タワー・ブリ
ッジ等の夜景撮影を実行できましたが，バスにはぎりぎりセーフでした）（１期・Ｎ）
・大英博物館の日本語通訳ツアーは良かったです。あの広い３日以上かかると言われる館
内を１時間半ほどでコンパクトに回れました。事前予約が必要です。１パーティーが１５
名程度で，また２つのツアー（別会社）がありました（大英博物館では，かわいい２人組
の娘スリに要注意！ スリの現場に遭遇しました。もちろん未遂に終わらせることとなり
ましたが。。）。また，アフタヌーン・ティーをいただきに然るべき某有名店に入りまし
たが，夕方５時に入ると，「もうすぐ閉店」ということで，ゆっくりできませんでした。
また，時間が時間だけに夕食となりましたが，値段と料理の内容のギャップに目が点！で
した。（１期・Ｎ）
・ワールドカップの名残で「ベッカム様のグッズを何でもいいから買ってきて！！」と頼
まれており，ロンドンのスポーツショップに行ってみたものの，ベッカムグッズは皆無で，
がっかりしました（ベッカムが，イギリスではさほど人気物では無いという事実が判明し
た・・・）。フリー・デイではないけれど，帰国日の半日観光は良かったです。ガイドさ
んにイギリスという国の特徴や人々の生活（もちろんシェークスピアのことなども）につ
いて詳しく説明していただき，研修期間中にずーーっと謎だったことが，納得できたりも
しました。（到着日の空港から，オックスフォードまでの移動バスの中で，このような話
が聞けたらもっと良かったのに・・と正直思いました。）（１期・Ｍ）
・マーブル・アーチでバスを降りてすぐの所に，The Original London Sightseeing Tour
と書かれた２階建てバスに乗れます（ハイド・パークのスピーカーズ・コーナー前）。日
本語テープがあり，途中乗り降り自由なので，取り敢えず１周。そして，ターゲットを決
めて降りてみたらいかがでしょう。（１期・Ｎ）
・結局みんなロンドンでしたね。３～４グループに分かれて，それぞれ観光や買い物，観
劇と自由に過ごしました。私は，大英博物館とウエストミンスター寺院くらいしか行きま
せんでした。後はロンドンをブラブラして買い物してました。プレミアリーグを見たい人
は，日本でチケットを入手（予約）して行った方がよさそうです。特に人気チームの試合
は当日券では買えないようです。通訳の学生さんに聞いたところ，ファンクラブに入って
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ないと電話等では前売り券はあまり手に入らないそうです。予約も（ロンドンの路上で何
試合かチケットを売ってはいましたが，ちょっと不安だったので買えませんでした。）
（１期・Ｈ）
・集団行動で余裕がないと思って，全く案内本も見ておらず，個人行動となった時には，
焦った！ 仲間に助けられ，楽しいフリー・デイを送れ，ホッとしましたぁ～。持つべき
ものは，仲間だわ！ 時間が少ないので，ポイントは絞って，計画的に。（１期・Ｍ）
・とりあえず，自分で予習しておく。私は「みんなで一緒に行動する」と思いこんでいた
ので，急な小グループでということに，少し戸惑いました。（１期・Ｈ）

※ ポイント ※
圧倒的に，ロンドン市内観光が多い様です。
（意外と二階建て周遊バス観光をする方は少ない。２時間で市内１周できます）
ソールズベリーからストーンヘンジの旅を経験した方もいました。
なお，ミュージカルは日本でも予約できます。
予め，行きたい場所・観たいもの等をリストアップしておくことが大事です。
いずれにしても，帰りのバスの時刻・乗り場にはくれぐれも注意を！
翌朝（日曜朝）は，起床時間が早いので，くれぐれも寝坊しないように！

Ｑ15 時差呆け対策は？（往路・復路，帰国後の休みの取り方は？）
・イギリス到着後は特に体調不良もなく元気に過ごせましたが，問題は帰国後にやってき
ました。帰国後翌日は休暇をとっていましたが，多忙な職場を気にして午後から出勤した
のがまずかったです。緊張の糸がほどけた帰国後２日目くらいから，体調不良で微熱は出
るはすさまじい倦怠感があるはで，２週間くらいは這いながら出勤していました。帰国後
に発熱なんて人にも言えず，耐えるのみでした。（４期・Ａ）
・オックスフォードでは，毎晩１時間ごとに目が覚めていました。自分だけかな？と思っ
ていたところ，みんなも「眠れない」と訴えていました。みんな同じなんだと思うと，気
持ちが楽になりました。オックスフォードは，楽しくて眠れないのも苦になりませんでし
たが，問題は帰国後です。無理して翌日の午後から出勤しましたが，時差ぼけとの闘いは，
２週間ほどに及びました。睡眠も浅いため，家族から離れて一人，悶々と毎晩過ごしてい
ました。帰国後は１～２日は思い切って休んだほうがよいと思います。（４期・S.K）
・帰国後１日休みをとりましたが，２日目も職場でぼんやりしていました。もう一日休め
たら最高ですね。（４期・T.K）
・過去の先輩が指摘しているように，帰国後つらい日が２，３日続きました。休めるのな
らできるだけ１日以上休みをとった後に，職場に戻ると良いと思います。（休んでも結構
周りの人がカバーしてするなどして，業務は案外回るものです）。（４期・Ｉ）
・私は翌日から仕事でしたが，かなりしんどかったです。できれば翌日ぐらいは休みを取
る方がベスト。（４期・Ｅ．Ｓ）
・向こうに着いた日は，無理をしてでもパブに行って，現地時刻の24時位まで起きていて，
その後寝ると，翌日からエンジン全開で行けます。帰国後は…，根性あるのみです。常識
的に言って，帰国後の１日は休みを取るべきでしょう。（４期・T.S）
・どれが時差ぼけというのかわからないほど，急激な環境変化と体調変化で，常時眠かっ
たです。日本に帰ってきて次の日は休みをとっていたので休めましたが日本に帰ってきて
もしばらく眠かったです。（これは私だけ？）（３期・Ｍ）
・２週間くらいは何となく頭がぼーとし，疲れと仕事が溜まって，辛かったような気がし
ます。（過ぎれてみれば忘れていましたが・・・）帰国後は頑張ろうと思っても，無理が
ききませんでした。（４期・Ｔ）
・行き；飛行機の中でほとんど寝てしまったためか，数日間は夜中に何度も目が覚めたり，
ボーッとしてしまったりしました。帰り；行きと同様，飛行機の中で寝ることは多かった
のですが，翌日１日お休みをいただいていたので，その１日で何とか仕事に行けるくらい
には回復しました。（４期・T.M）
・現地では，３時間程度の睡眠でした。なかなか寝付けず，眠れたかと思うとすぐに目が
さめて・・・という感じでした。現地で体調を崩さなかったことが良かったことの一つに
挙げられます。（４期・K.M）
・現地では，毎晩，２時間おきに覚醒する日が続きました。時差ぼけかどうかはわかりま
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せんが，眠れないつらさを感じたのは初めてでしたが，昼間も眠くなることはなく，無理
に寝ようと思わないほうがいいのかもしれません。（４期・Ti.M）
・翌日は１日休暇をとりましたが，その後何となく体がだる～い感じが１週間くらいは続
きました。（４期・Ｕ）
・帰国後１日はお休みをいただきましたが，荷物の片づけやら何やらで，身体を休めるこ
とができず，３～４日はすさまじい倦怠感と睡魔と戦いながら出勤していました。仕事が
忙しかったこともあり，なかなかゆっくり休めず，帰国後１か月ぐらいは体調不良でした。
可能な限りゆっくり休んでから，仕事に復帰した方が良いと思います。（４期・K.M）
・往路の機内はほとんど起きていました。おかげで着いた当日は熟睡し，翌朝から時差ぼ
けもなく過ごせました。復路は，すぐに眠ってしまう予定でしたが，ハプニングがあり，
結局ほとんど眠れないまま帰国することになりました。自宅に着いたのは夜11時頃でした
が，翌日は出勤だったため，かなり体がきつかったです。帰国後２日目に休暇が取れまし
たが，そのまま体調を崩して２日間寝こんでしまいました。休んだのは２～３日でしたが，
体調不良はその後２週間くらい引きずりました。帰国した翌日は，休暇をもらっておいた
方が，時差ぼけ対策にも，体調管理にも良いと思います。（３期・Ya）
・飛行機の中では眠った方がいいと思います。イギリスに到着して数日は朝早くに目がさ
め，朝の散歩を楽しめました。緊張していたせいか，あまり夕方以降も疲れなかったです。
帰国してすぐに出勤する予定を組むのは，ちょっとつらいと思います。１日は有給休暇を
とりました。無理は禁物です。また，仕事が始まると，すぐに日本の仕事モードに飲み込
まれて，イギリスでの学びの新鮮さが失われてきますが，帰国後すぐ少し休みをとり，記
憶が新しいうちに記録をまとめておくと，新鮮でよかったなと思います。（３期・Hata）
・いつも海外旅行では苦労するので，昔買ったメラトニン（化学合成品です。牛の脳から
のものではありません。）や昔もらったレンドルミン，今回処方してもらったマイスリー
など持っていったのですが，初日にレンドルミンを飲んだくらいで，あとはぐっすりでし
た。ただ１週間過ぎるとみんな，起きれない，眠れないという時期があるようですので心
配な方は，処方してもらった方がいいのかもしれません。（３期・Su）。
・出発前は毎晩午前２時以降に寝るようにしていたので，初日からぐっすり眠れました。
（３期・Ki）
・往復ともずっと寝てました。効果は定かでないですが，出勤できました。（３期・Ｏ）
・行きは，飛行機で寝ないようにしました。帰りは，ぐっすりです。（２期・Ｈ）
・行きはあまり気にしなかったのですが大丈夫でした。帰りは飛行機に乗ったら，なるべ
く早く眠るようにしました。時差ぼけはあまりなかったです。帰国後は１日休みをとり，
後は通常の生活に戻れました。（２期・Ｋ）
・研修後１日年休を取りました。荷物の整理，職場での研修報告の準備ができ，職場復帰
がスムーズでした。（２期・Ｓ）
・英国行きの際は，日本時間で言えば昼に出発しそのまま翌日の朝５時～６時まで起きて
いて眠る，というパターンと同じだったので，特に苦痛はありませんでした。私の場合は，
問題はむしろ日本への帰国の際で，本来ならば，飛行機の中で真夜中タイムで眠れるはず
だったのですが。。。。また，それに輪をかけて，月曜日昼過ぎ帰国，火曜日朝から勤務
というスケジュールを研修前から組んでしまっていて，これが大失敗！！ 頭重・疲労感
と１週間あまりのお付き合いでした（帰国後は，事情が許せば２日間程度の慣らし運転を
する期間があった方がよいかと思います。）（１期・Ｎ）
・帰りの飛行機はひたすら寝て過ごし，次の日から職場に出る予定を，急遽変更してお休
みをいただくことにし，帰国後１日ゆっくりしたので，時差ぼけはたいしたことありませ
んでした。（１期・Ｗ）
・研修終了後１日休暇をいただいていたので，休息できることができました。少し夕方に
なると眠たくなることがありました。（１期・Ｋ）
・帰国後，最低１日は勤務を控えたほうが良いですね。１日休暇をいただきましたが，２
日目もまだ頭痛と倦怠感があり，１週間は不調の状態でした。（１期・Ｆ）
・私はイギリスに着いてからの時差ぼけはありませんでした。誰にでも当てはまるわけで
はないと思いますが，飛行機の中でほとんど寝なかったのがよかったのだと思います。日
本を昼に出て，日本時間深夜０時（現地午後４時）ころイギリス着，緊張感もあったのか
眠かったけど，オックスフォードの寮に入り，現地の夕食などが終わって，寝たのは日本
時間午前６時半（現地午後１０時半）でした。眠さの限界だったので，ぐっすり７時間く
らい眠れたので，翌日から楽でした。ただし，帰りは現地午後７時くらいに出たのですが，
飛行機の中であまり眠れず，帰ってきてから数日間時差ぼけで苦しみました。日本であれ
イギリスであれ，朝６時半に起きて，飛行機に乗って着いた先の夜１０時半に寝るとすれ
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ば，行きは２４時間，帰りは３２時間起きていることになるのですよね。行きは我慢して
も，帰りは疲れもあるし，飛行機に乗って早めに３～４時間寝られればよかったのかもし
れません。（１期・Ｈ）
・レポートは早く書き始めた方がいいです。帰るとほっとしてしまうこともありますが，
仕事が山のように待っていて，平日は全くといっていいほど進みません。休みの日に気合
を入れて一気に書かないと苦しいと思います。特に10月は休日もイベントがあるなど，事
業の多い月なので要注意です。だらだらしていると，あっという間に１ヶ月くらい経ちま
す。（反省の念も込めて・）（１期・Ｈ）
・「噂に聞いてた時差ボケって，これ！？」っていう感じで，一週間変な感じだった。そ
の中で，研修報告の期限が押し迫り，ほんと～に，辛かった！（１期・Ｍ）

※ ポイント ※
行きよりも，日本帰国後の方がきつい時差ぼけ。
帰国後の無理なスケジュールは避けましょう。

Ｑ16 その他（特に後輩諸氏に伝えたいメッセージ，他）
・とても貴重な体験の出来る機会です。今まで自分の仕事に没頭してきて，頑張ってきた
つもりではあるけれど，「忙しい」「今やれるのはこれ」「制度がこうだから」と知らず
知らずに縛りをかけていたな，とイギリスに行って気がつきました。夕方のミーティング
での多田羅先生からのコメントはどきどきするけれど，大事なことを再認識する場であり
ました。普段の仕事と海外の事情とはかけ離れているように思いますが，活かせるヒント
はたくさんありますから，楽しみにして行って来て下さいね！（４期・Ａ）
・聞いて，話して，感動してください。日本人の学生さんが通訳をしてくれますから，度
胸さえ据われば，英語は勢いでどうにかなります。個人的には英国の保健医療システムを
見聞きして，日本の保健医療システムの良さ，問題点がかえってよくわかったような気が
しています。（４期・T.S）
・研修に関しては，訪問や見学は小グループでバラバラに行動することもあるので，それ
を互いに報告して議論する夕方のミーティングは有意義な時間でした。自分なりのテーマ
を持って参加すべきだと思います。研修以外でも，祭りにみんなで繰り出したり，パブで
自分でビールを注文したり，リスをカメラに収めようと追いかけたり，最後のパーティで
DODOの歌を歌ったりと，いろんな思い出が残る研修でした。皆さんも驚きつつ楽しんでく
ださい。（４期・Ｉ）
・不安な気持ちいっぱいで参加しました（事前研修で大阪に着いた時は「このまま帰りた
い・・・」とも思いました）。そんなマイナス思考の人でも大丈夫！!（そんな人はいな
いかなあ？）。研修生の方はもちろん，先生も通訳の学生さんもみんなやさしくて，困っ
た時は助けて下さいます。そんな中で，自分の感じたことや疑問を率直に話してみてくだ
さい。必ず突っこみが入ります。最初はドキドキしましたが，徐々に「こんなつたない感
想にも突っ込んでもらる!!」と嬉しくなってきました。この研修で初めて「ディスカッシ
ョンっておもしろい」と思いました。（４期・Ｔ）
・イギリスの看護職のみなさんは元気で前向き，たくさんの元気をもらえます。研修はハ
ードできつい面もありますが，おもいっきり楽しんでくださいね。（４期・T.K）
・あの・・・いろいろ不安もあると思いますが，研修は楽しいですからパスポートさえ忘
れなければ大丈夫です。（４期・Ｂ）
・通訳さん方が「日本のカップラーメンはおいしい」と言ってました。持って行けばよか
ったなぁと思いました。（４期・Ｂ）
・訪問・見学・デイスカッションで現地の人の考えに触れることは，とても良い刺激にな
ります。また，全国の仲間（参加者）と知り合いになれることも財産となります。行くま
では不安でしたが，行ってみた後，「参加してよかった！」ときっと思えるはずです。滅
多にないチャンス！がんばって，そして楽しんで来てください。（４期・Ｅ．Ｓ）
・到着した後から，発熱，腹痛等体調を壊してしまいました。念のため，常備薬を持参さ
れるとは思いますが，お腹の弱い方は現地のお水が硬水なので注意が必要です。昼間の移
動には，ミネラルウォーターを持参していましたが，夕食時は現地のお水の場合があるか
もしれません。（４期・Ti.M）
・一生で一回しか体験できないすばらしいものです。楽しんできてください。また行きた
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いなぁ！（４期・Ｕ）
・ビデオも持っていったのですが，あまりとらずデジカメばかりだったので，もっと撮れ
ば良かったと後悔してます。（４期・Ｕ）
・通訳の学生さんはとてもよくしてくれます。英語がしゃべれなくても，観光等について
不案内でも学生さんに聞けばわかります。 （４期・Ｕ）
・とても貴重な体験ができます。そして，素敵な仲間を得ることができます。不安もある
かと思いますが，一人ではありません，なんとかなります。どうぞ楽しい研修を・・・
（４期・K.M）
・研修で素敵な仲間と出会い，その後もDODOの会のメンバーとして，４期生のみならず，
先輩方や多田羅教授はじめ，インストラクターの先生方，大同生命の方々ともメールでの
情報交換もでき，本当に素晴らしい研修に参加させていただいたと感謝しています。皆さ
んも，是非，見たり，聞いたり，体験したりでオックスフォードの研修を満喫してくださ
い。出発までは，不安は多いかもしれませんが，二度と体験できないことばかりです。楽
しみに研修に参加してください。（４期・S.K）
・とにかく，オックスフォードは歴史と伝統の町です。何百年前から使っているのかわか
らない寮です。それを思えば部屋の窓が閉まらなくても（すごく寒い），暖房が入らなく
ても（土日担当者がいないため，到着後３日間は暖房なしでした。）トイレが詰まっても
（よくあることらしいです。）気になりません。（３期・Su）。
・通訳の学生さんが付くので，概ね言葉には困りませんでしたが，質問を自分でできたら，
もっといろいろなことが聞けたかなぁ。と英語力不足を痛感しました。（３期・Ya）
・飛行機内は行きも帰りも真ん中で，かつ横が異性であり非常に眠りづらく疲れました。
通路側や窓際がとれるようならお願いしてみたらと思います。アレルギー性疾患がある方
はひどくなる可能性がありますので，自己管理を十分にしてください。（抗アレルギー剤
を飲んだために常時眠かったのかも）（３期・Ｍ）
・関わってくれる方々はみんな親切に教えてくれます。日本のことにも関心が高いです。
イギリスのことをこちらから聞くと同時に，日本のことや出身県のことを伝えてください。
（３期・Ｙ）
・イギリスの専門職から学ぶことがいっぱいあり，とても充実した研修で，全国の仲間と
も知り合いになれるすばらしい10日間なのでお楽しみに！（３期・Ｔ）
・イギリスでの学びをそのまま日本での仕事にもってくることはできませんが，発想や考
え方としては十分生かせると思います。今でも仕事をしていて，イギリスでの学びがよみ
がえってきます。もっともっと学びたいなぁー。１０日間というのは本当に短いです。よ
り有効な学びができるように，事前学習を十分行い，問題意識を持っておくといいと思い
ます。また，あれもこれも学ぼうと思うのではなく，どこかに焦点を当てて，アンテナを
張るといいと思います。かなり広く学びますから，下手すると焦点がぼやけてしまうこと
もあります。あとは，イギリスでの生活ぶりを感性で学べるように，観察力をもって日本
での生活を見つめなおしてみることが大事だと思います。（３期・Hata）
・ 帰国後，このサイトにオックスhttp://groups.msn.com/H-AKiandFriends/pictures
フォードでの写真と私の学びを掲載したページを作り，友人等に見てもらいました。なか
なか好評でした。良かったらご覧ください。（３期・Hata）
・毎日資料が増えるので，ねむくても整理しましょう。（３期・Hase）
・Ｑ＆Ａを参考にされ，不安であれば研修に参加した先輩方にお尋ねください。行けるこ
とが幸せで，行って幸せで，帰国後も習得されたものを周囲に波及してください。（３期
・Hase）
・英語が話せないのでどうしようと思いましたが，通訳の学生さんは熱心に私たちの通訳
をしてくれました。感謝・感謝です。とても楽しい研修でした。仕事していて良かった。
このような研修に参加できたことは，自分の考え方が，国外にも目がいくようになりまし
た。１期生の先輩の報告書を見て，自分もこのような気づきができるのかなと不安に思い
ましたが，実際その場にいることで感じてくることがありました。それでなんとか書けま
した。１期生の報告書は，大変助かりました。（１期生の方 ありがとうございました）
（２期・Ｈ）
・出発前は仕事の整理が大変だったり，研修への不安がありましたが，研修が始まると仲
間もでき，楽しい研修でした。保健福祉の研修ですが，それだけにとどまらず，イギリス
の歴史，文化，風習，生活等さまざまなことを学びました。通訳の学生さんやヘルスビジ
ターさん等からいろいろな話が聞けました。全国から集まった研修生と情報交換できたこ
ともよかったです。（２期・Ｓ）
・日本で習う英語は，基本的には米国英語だと言うことに気づきました。Collegeはカレ
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ッジではなくコレッジですし，oftenはオフンではなくオフトゥンでした。Ground Floor
と1st Floor然り。CentreとCenterの綴り方，等々。（１期・Ｎ）
・通訳を通じて質問等を行う際に，短いセンテンスでなるべく簡潔に質問する癖を我々日
本人側も持たないと，時間がいくらあっても足りないなーと感じました（例：「一般的に
は？」という類の質問には，なかなか答えてくれない。「一般的の定義」が難しいからと
も考えられる。むしろ，「あなたは？」とか，「最短では？」等の質問の方が答えてもら
えやすそうな印象でした）。通訳の人達を見て，日本の若者の置かれている甘い環境につ
いて再考させられました。「自分でローンを組んで大学に行き（そもそも，大学進学率が
高卒生の４０％程度という厳しい状況），そして社会人になってそのローンを返してい
く」，そして「それが当たり前である」という考え方は，言われてみればそのとおりです
よね。（１期・Ｎ）
・参加が決まってから，３ヶ月間通勤途中に英会話のＣＤを聞きながら，やっつけの英会
話を勉強しましたが，全く役に立たず，通訳さんにたよるばかりでした。（１期・Ｗ）
・イギリスの学生さんの生活はホントに質素なのね・・・と。（ヒルダスカレッジがたま
たまそうだっただけなのでしょうか？？住めば都（？）とは良く言ったもので，シャワー
・トイレの共用も慣れれば平気でしたが・・・）。お店がことごとく夕方には閉まるのに
はビックリ！（24時間営業のスーパーもありましたが）日本で深夜営業のスーパーや本屋
さん，コンビニなどに慣れてしまっていたが，本来の生活はこうなんだよなぁ・・・と感
じさせられました。食事は，予想よりも（かなり最低ラインを想定していたせいもあり）
おいしくいただけました。さほど日本食が恋しくならなかったのが自分でも不思議です。
（１期・Ｍ）
・久しぶりの共同生活，しかも質素な生活だったので，それなりに楽しかったし，１週間
位ならいいかな～，という感じでした。最初シャワーの温度調節が利かなくて大変だった
り，風呂が恋しかったりはありました。また，日本にいるときより何倍も規則正しい生活
でした。普段は朝食あまりとらないもので。食事は，前評判と違って全体的においしかっ
たです。特にビタービールとジャケットポテトはお勧めです！オックスフォードでの生活
は何でも新鮮に感じられるので，どんどん積極的に行動した方がいいです。（１期・Ｈ）

※ ポイント ※
受け身ではなく，積極的に聞いて・見て・感じることが大事です。
何よりも，この研修で知り合った全国に広がる仲間が大きな宝物です。


