7 月 28 日（金）

１日目
高１ 女子

一人で東京に行くのは初めてだったので少し不安でしたが、無事に集合場所に着けたので一安心でし
た。駅から一緒にいくチームメイトと合流して、緊張で固まってしまいました。しかし、話している
うちに打ちとけていけたので、うれしかったです。JAPAN NIGHT の準備では、一人一人が役割をもっ
て行動できたと思うので良かったと思います。明日は人生初の飛行機なのでしっかり目に焼きつけて
いきたいです。
高１ 女子
東京に来る前までは、飛行機の中でずっとどんな人が来るかな、とか仲良くできるかなとか、不安と
期待で一杯だったけど、イギリスに行っても頼りになるような人ばかりで安心しました。とうとう明
日はイギリスに向けて出発の日だけど、不安は全然なくて本当に明日はみんなでイギリスに行けるん
だと思うとすごくわくわくしています。今日考えた目標を達成できるように、自分から行動したいで
す！！応援してくれた家族と友達に頑張ってきたよって胸を張って言えるように、努力します！
中２ 女子
東京駅やみんなに会う時はすごく緊張しました。だけど皆上の人だけど、やさしくしてくれて良かっ
たです。事前研修も思っていたよりとても楽しくて、皆の事が知れて良かったです。イギリスがとて
も楽しみです。

7 月 29 日（土）

2 日目
高１ 女子

人生初の飛行機でワクワクしました。気圧の変動が激しいのかなと思っていましたが、意外に耳がキ
ーンとならずに済みました。日本と違って、空港からロンドンに着くまで体感２０度以下だと感じた
ほど寒かったです。機内は、映画のスペースや香港からはクッションと毛布があったので、快適に過
ごすことができました。でも、やっぱり家のベットで寝たいです。耳せんとアイマスクとスリッパを
機内用として持ってきました。スリッパは足が楽だったので持っていって正解でした。耳せんとアイ
マスクは別に必要なかったと思いました。
高１ 女子
ずっと飛行機の中だったけど、映画を見てたら、イギリスまで来るのにたくさん時間がかかった気が
しなかったです。初の香港とイギリス行きの飛行機で、日本語を使わずに CA の人たちと話したのは、
めっちゃわくわくしたし、自分の英語が通じたのはうれしかったです。次はホストファミリーの人と
の対面だけど、自己紹介しっかりしたいです♪
中３ 男子
飛行機が想像以上に人が多く、乗っている時間も長かったため、すごく眠いです。明日から学校なの
で、疲れをなんとかとっていきたいです。

7 月 30 日（日）

3 日目
高２ 男子

飛行機が無事に着陸できてよかった。時差ボケはあまりない。イギリスにとうとうやって来たー！
車で酔って元気が無くなった。犬と一緒に遊んで楽しかった。
高２ 女子
朝の７時５０分ぐらいにガトリック空港に着きました。イギリスはけっこう寒いです。空港から学校
へ行くまでのバスがくる間、カフェに行きました。想像していたのより大きかったです。ホストファ
ミリーと合流してからは、最初に家族全員で海に行きました。イギリスの海はとてもきれいでした。
次にホストファミリーのおじいちゃんとおばあちゃんの家に行きました。そこで tea time をしまし
た。最後にテニスをしました。ホストの家族みんな上手でした。明日からもがんばります。
高１ 女子
今日は、ホストファミリーとマッチングの日でした。うまく話せるかなどの不安以上にとても楽しみ
でした。ホストファミリーは、聞き取れず“もう一度お願いします。”という私の頼みに快く応じて
くれました。また、ルームシェアをするイタリアの子とも仲よくなれたので良かったです。今日私は
夕食に参加できませんでした。なぜかというと、疲れすぎてつい眠りすぎてしまったからです。後で
起きてキッチンに行き、“I’m sorry.”と言ったら“気にしないで、相当疲れていたんでしょう？”
と気づかってもらえて、感謝の気持ちでいっぱいです。最高の 1 日でした☺
中３ 男子
ホストファミリーと食事をした後、いつもより長くいた。疑問形で聞かれると、本当に何を言ってい
るのかが分からなくて泣きそうになる。夜のアクティビティは安全のため禁止されていると言いたい
のだが、上手く伝わらず困っています。そして、朝シャワーを浴びたいと聞いたのだが、返答がよく
分からない。自分の英語力のなさを痛感した１日だった。今こうして母国語を書けていることにとて
も喜びを感じています。くじけずに明日もがんばりたいです
中２ 女子
眠くてあまり映画が見られませんでした。ガトウィック空港で costa がすごくおしゃれでかわいかっ
たです。ホットチョコレートがおいしかった！！

7 月 31 日（月）

4 日目
高２ 女子

朝ごはんはトーストかシリアルだった。トースト１枚とシリアルを食べてみた。トーストは色が元は
茶色のパンだったけれど日本の食パンとほぼ一緒だった。ただ、シリアルはミルクが少し苦手な味だ
ったので、食べるのに少し時間がかかった。シリアル自体はすごくおいしかった。昼間はバスで市内
観光をしたり、大通りを歩いた。商店街のようなところがたくさんあって、カードの専門店のような
ところもあった。今日は少ししか行けなかったので、また別の日に学校帰りにでもよりたいと思った。
テストは全然ダメだったので、明日のクラス分けは少し不安。

高２ 男子
海がとてもきれいだった。ファミリーと日本の事についていろいろしゃべることができた。自分の英
語をほめてくれて、自信が少しついた。夕食はミートソースとマカロニを混ぜたものと、肉でおいし
かった。でも、これってイタリア料理なので、イギリス料理を食べてみたい・・・。
高２ 女子
今日は、初めての学校でした。クラス分けのテストはとても緊張しました。ホストファミリーと過ご
して２日がたちました。昨日より少しだけ会話がスムーズにできた気がしてとてもうれしかったです。
相手の言っていることは、まだまだ分からないことが多いけれど、少しずつ分かっていきたいです。
学校でも友達を作って一緒にランチなど食べてみたいなと思います。明日からもがんばります。
高１ 女子
今日は学校へ行きました。初日だったのでテストがありました。筆記のテストのみだったので、なん
とかやりきることができました。観光では、自分のホストファミリー宅の周りが住宅街だったので他
もそうなのかなと、思っていましたが、お店がずらりと並んでいて驚きました。また、今日は帰宅し
た後、ルームメイトとイギリスのニュースを見て、それについて話してみました。後は、折り紙を折
ったり米沢弁について紹介しました。S、マフィンごちそうさまでした。めっちゃうまかった。
高１ 女子
今日のテストは難しかった。テストの後、みんなでバスツアーをしたけど、もっと色んな人に話しか
けたら良かったなと少し後悔した。明日は初クラスで、しかも日本語が使えないのですごく緊張する
けど頑張る。また、みんなでカフェに行ってみたい!!! 今日食べたチョコマフィンがおいしかった !
早く家までの道を覚えないと、また道に迷う・・・（笑）夕食にメキシコ料理を食べた。ひさびさの
ご飯もでたし、おいしかった。
中２ 女子
最初に英語のテストをしました。とてもねむくてあんまり集中できませんでした。思っていたより難
しかったです。テストが終わったら、バスに乗って観光しました。S とバスに乗りました。途中で席
をかわって、となりが外国人の男の子となれたのに話しかけられませんでした。この後悔を忘れずに
どんどん明日からは話しかけます（笑）
。サンドイッチがおいしかったです。そのあと、歩いて観光し
ました。ビーチに行けて良かったです！カフェでスタッフのダイアナといっぱいしゃべりました。積
極的に話しかけてくれたり、お金の￡のことを教えてくれてとてもやさしかったです♡!!!

またアク

ティビティや学校でも会いたいです。クリスティーナが学校に迎えに来てくれました。同じ家でルー
ムシェアする子は中国から来た１３歳の子で、英語が話せる機会がふえてとてもうれしいです。

8 月 1 日（火）

5 日目
高２ 女子

ホストファミリーの飼っている犬の Tuffy と仲良くなれた気がする。Tuffy をきっかけにホストファ
ミリーと会話をしていけたらいいなと思った。チップスだけをたのんでしまったが、チーズのかかっ
たポテトフライのようでとてもおいしかった。次回は必ずフィッシュの方を食べたいと思った。

高２ 男子
ヘンジストベリーの景色はとても美しくて感動した。撮りたい景色が多くて、もう 300 枚以上撮った。
高２ 女子
今日は、学校で初めての授業でした。朝、学校に行く前からすごく緊張していました。私が思ってい
た授業とは異なっていて、みんなが思ったことをすぐに発言する感じの授業でした。今日は自分から
発言することができなかったので、明日の授業では１回でも発言できるようにがんばります。午後の
アクティビティでは海に行きました。すごく景色がきれいでした。そこでビーチサッカーやビーチバ
レーをしました。初めてやったのでとてもおもしろかったです。明日からもたくさん楽しい思い出を
作っていきたいです。
高１ 女子
今日はクラス初日だった。みんな１７歳だったけど、優しかったので良かった。今日は昨日よりマー
ラと会話が続けられたし、ニッキーとも話せた。宿題でわからなかったところをマーラが教えてくれ
て本当にうれしかった！みんなでフィッシュ＆チップスのお店に行けたのは楽しかった。昨日よりも
みんなと話せたし、ビーチのサッカーと M のありがとうはめっちゃおもしろかった。明日はもっと話
したい♥
中３ 男子
今日は初 activity and と English lesson でした。アクティビティではロシアの人のグループと話し
て、その後色々な人とビーチスポーツで遊びました。かなり話せたので良かったです。授業では C と
一緒でした。最初の緊張を２人で分散できたので、本当に助かりました。最初何先生が何を言ってい
るのか分からず本当に焦りました。だけど、となりのラファエル君が教えてくれたので、問題も解け
たし本当に感謝したいです。ホストファミリーの家では普段あまり会えないスペインの人とイタリア
の人と食事の時一緒になり、I’m not very speak English と言ったら、すぐに合わせてくれて、本
当に優しい方々だなと思いました。そして、今この研修ノートを書いていて、日本語で書くのは本当
にめんどくさいと思いますが、日本人がいない状況で、書くのは本当に心の支えです‼

まだまだ先

が長いですが、この状況を楽しんでいきたいと思います‼‼‼

8 月 2 日（水）

6 日目
高２ 男子

アクティビティで色んな土産を買う事ができて楽しかった。夕食の豆料理が、とても美味しかった。
高２ 女子
今日は午前の授業ではプレゼンテーションをしました。英語でするのはとても難しかったです。ペア
の人と協力しながらできたのでよかったです。昨日よりクラスの人たちと話すことができました。歳
が近そうな中国人と仲良くなることができてうれしかったです。午後の活動では shopping に行きま
した。今までで一番楽しいアクティビティでした。いろんなお店に入って、たくさんの物を見ました。
服も買えたのでとても満足です。今日は昨日よりホストファミリーと話せました。これからも少しず
つ会話をふやしていきたいです。

高１ 女子
今日はマータと仲良くなれた！名前を聞き忘れたけれどトルコの人とも仲良くなれた♪アルバーロが、
わからないところを教えてくれたのはめっちゃうれしかった！（笑）今日はシニアのみんなでボーン
マスを観光して、寒すぎたからトレーナーを買った。お菓子屋さんがかわいかったのに写真を撮り忘
れちゃったから少し残念。家ではマーラと少し話して疲れたので、夕飯を食べて寝た。

8 月 3 日（木）

7 日目
高２男子

クラスの人が「恥ずかしがらないで、もっとしゃべっていいんだよ。」と言ってくれて、とても優し
い人だなーと思った。初めての外国のスーパーマーケットで１人で買う事ができてとても楽しかった。
高１ 女子
もう日本に帰るまで残り１１日。今日を入れなかったらあと１０日しかない(＞＜)１０日で英語上達
してたらいいな。今日はハイストリートで宝探しだった。みんな積極的に英語で説明しようとしてい
て、本当に周りに尊敬できる人が一杯いると思う。自分も負けないように頑張る。M と服を買いに行
ったり、C とハイストリートでポテトチップス食べて写真を撮ったりして楽しかった。明日のビーチ
も楽しみ❢

8 月 4 日（金）

8 日目
高２ 女子

午前の授業では長文を読みました。私は長い文を読むのがとても苦手で、今日の授業はとても苦労し
ました。でもクラスメイトや先生が手伝ってくれたので、なんとかできました。少しずつ、クラスメ
イトと話すことができるようになってきたので、この調子でがんばっていきたいと思います。午後の
activity も充実していて、よかったです。明日から休みなので、ホストとたくさん話したいと思いま
す。
高１ 女子
今日の午前中はひたすら読んで、ひたすら書く授業なので目がちかちかしました。だんだん耳が慣れ
てきて会話が聞き取れるようになりました。アクティビティではビーチに行きました。日本にはない
遊びがあり、楽しかったです。また、ダイアナに棒倒しを教えたりコミュニケーションがとれたので
うれしかったです。また、帰りによったフィッシュ＆チップスのフィッシュ（コード）は、レギュラ
ーなのに顔ぐらいの大きさで、イギリスサイズだなぁと思いました。少し油っぽさ感がありましたが、
おいしかったし、久しぶりの魚🐟はとてもうれしかったです。
高１ 女子
今日はカースティーと一緒に学校に行く間にお土産のこととかを話した。学校ではトルコの人と仲良
くなっていろいろ話した。その人の名前がｒが 2 個つづくから名前が呼べなかった…。ビーチで海に
入ったり、M・K と T と M と 4 人で遊んだり、ダイアナと遊んだのはめちゃ楽しかった！明日のオック
スフォードもたのしみ☆☆彡今日はマータが最後の日だったから、授業もゲームが多くて、マータと
最後にいっぱい話せてよかった。学校は楽しいけれど、仲良くなってもすぐに帰っちゃうのは寂しい。

中２ 女子
今日はニューフォレストという森に行きました。とても自然が多くて、昔魔女が住んでいたといわれ
る所で不思議なものがたくさんありました。お土産やさんに入ると、魔女のフィギアや人形などがあ
ってとてもきれいで印象的でした。馬や牛ものんびり歩いていました。その後城跡の町？みたいな所
に行きました。だがしやさんやアイスクリームやさんがあって、かわいかったです。今日の授業は昨
日２人が帰ってしまったので、なんか静かでした。そして、今日でスペインの子が最後の授業だった
ので、なんかさみしかったです。授業が終わって、Fish&chips のお店に行きました。あいかわらずお
いしかったです。おとといぐらいから家に子犬を２ひきあずかっていて、とっっっっってもかわいい
です♡♡♡。

8 月 5 日（土）

9 日目
高２ 女子

今日は Oxford に行ってきた。ダイアナの案内で町の色々な名所を巡った。最後に Harry Potter の映
画に出てくる大食堂のモデルとなった場所へ来て、入場するためのチケットを買うために列に並んで
いると暴風雨にみまわれた。傘は役に立たないくらいの横殴りの雨で、建物の中に入るころには上か
ら下までビショビショになっていた。ただ雨は数分で上がったから、楽しく快適に（？）ショッピン
グはできたと思う。今回ほどカッパの必要性を感じた日はなかった。余分に半袖を 1 枚持っていって
おけば…とも思った。イギリスの天気は本当にコロコロと変わるから大変。ただし、終わってみると
すごく楽しい１日で、充実した（？？）濃い 1 日を過ごせたのでよかった！！
高２ 男子
オックスフォードの町はどこを見ても絵画のように美しくて、写真を撮りまくった。途中、大雨が降
ったが、雨で濡れた町並みも幻想的だった。念願のアヒルも買えたので満足した。
高２ 女子
今日は午前中からオックスフォードに行きました。オックスフォードはとても有名な建物がたくさん
あって、とても楽しい１日を過ごすことができました。個人的にハリーポッターが大好きなので、オ
ックスフォードに行けて本当にうれしかったです。Staff の人が本当に優しくて、本当に感謝してい
ます。たくさんの人に助けてもらっているなと改めて感じる１日にもなりました。あと１週間しかな
いので楽しみたいと思います。
中２ 女子
オックスフォードに行きました。大学の建物は何もかもが大きくてとてもりっぱで、すごかったです。
シェイクスピアの原本があるなんてスゴイなあと思いました。途中で嵐のようなものスゴい雨が降っ
てとても寒かったです。大学の中に入るとハリーポッターに出てくる場所がいっぱいあったので、映
画の中にいるみたいでとても楽しかったです。あんなに立派な大学で勉強をできるなんてすごいと思
いました。午後からはオックスフォードのいろんなお店に行きました。プリマでは新しい服などを買
えてとてもいい買い物ができました。大学もスゴかったけど、その周りのお店もとても充実していま
した。想像していた以上に楽しかったです。頑張って勉強をしてオックスフォード大学に行きたいで
す（笑）。とても充実した１日で来週もオックスフォードに行きたいです。

8 月 6 日（日）

10 日目
高２ 女子

今日は午前中ホストファミリーと過ごしました。今まで学校があったのであまりゆっくり話すことが
できなかったので、たくさん話せてうれしかったです。この週末はたくさんの人が家に帰ってきたの
で、たくさんの人とふれあうことができました。なかなかスムーズには会話ができなかったけど、と
ても楽しかったです。残り少なくなってきたので、たくさんの思い出を作りたいです。
中２ 女子
今日は日曜日で結構ひまだったけれど、２時に皆でテスコに行きました。１１時ぐらいにルームシェ
アをする新しい中国人がまた来ました。英語がとても上手かったのであせりました(汗)。１時ぐらい
家を出ていて、少し歩いたら向こうの方に S がいたのでびっくりしました。暇だったので電車に沿っ
て歩いていました。途中で同じクラスのドイツの子に会いました。２時にテスコに行きました。結構
遠かったです。お土産や自分で食べるようにお菓子やショートブレッドをいっぱい買えてよかったで
す。その後、コスタに行って、バージンチョコレートみたいなのを買いました。美味しかったです。

8 月 7 日（月）

11 日目
高２ 女子

今日の授業は先週よりクラスメイトと色々なことを話せてよかった。休み時間にトルコ人の女の人か
らチョコクッキーをもらって食べた。明日はその人に日本のお菓子をあげたいと思った。午後のアク
ティビティはクライストチャーチへ行った。かわいいお菓子の店があって、自分用にいくつも買って
しまった。途中ふらっと立ち寄った店で、ピーターラビットの置物を見つけた時はとても嬉しかった。
明日行く所でも見れたらなと思った。
高２ 男子
同じクラスの人が、僕に対して“He is my friend.”と言ってくれて、とても嬉しかった。自分から
はその人にあまり話しかけた事はないけど、そんなふうに思ってくれているなんてとてもありがたい
ことだ。僕にとってもその人は大切な友達である。
高２ 女子
今日の午前の授業は writing でした。私は writing が苦手なので、今日の授業はしんどかったです。
午後のアクティビティは大好きな Staff の人と一緒に教会に行きました。Staff の人と話せたのでう
れしかったです。明日からもがんばります。
高１ 女子
今日はファシマ（ルームシェアーの子）と一緒に学校に行きました。みんなを待っている間、フェシ
マにトルコ人の友達を１０人位紹介してもらいました。１０人に囲まれるのは少し恐かったですが、
みんな良い人だったので安心しました。クラスは６人減り、１人新しい人が入ってきました。新聞記
事作りは難しかったけれど、おもしろかったです（自分でストーリーを考えるところ）。午後のアクテ
ィビティは先週来てから探していた物を買えたのでうれしかったです。今日は、ファシマとその友達
と帰りました。みんな良い人達なのですが、英語はほとんど話さず母国語ばかり話すので、何を言っ

てるのかあまり分かりませんでした。家に帰った後、ファシマに JAPAN NIGHT について紹介しまし
た。絶対に行くねと言ってくれたのでこの調子で色んな人を誘いたいと思います。
高１ 女子
今日は新しくイタリア人の子がクラスに来た♪同じ年だけど英語めっちゃ上手でうらやましい。笑笑
明日はもっとクラスに人が増えるらしいから負けないよう（気持ちだけでも

笑）頑張る🏁

日本に帰るまで一週間ないからできるだけ英語を使わんと。クライストチャーチの１ポンドショップ
めっちゃ楽しかった。グロスが２個で１ポンドはめっちゃ安い。M と一緒に行った本屋さんでブック
マーカーを買った。ブックマーカーに書いてあった言葉の意味をマーラが教えてくれた♥♥うれしい‼
中３ 男子
もうかなりこの状況には慣れました。ホストファミリーも楽しい方々だし、なんかやっと落ち着いた
かなという感じです。そして、今日は折り返し時点。先週の反省を活かし、精進していきたいです。
中２ 女子
土曜日にオックスフォードで買った服を着ていきました。とても着心地がよかったです。今日はアク
ティビティでボウリングに行きました。その前にテスコに行ってドリトスが買えたので良かったです。
ボーリングはとても久しぶりだったのでとても楽しかったです。でも全然うまくできませんでした。
手に合うボールがなくて重いのばっかで、何回もみぞに落ちました。おきくさんがめっちゃうまくて
すごかったです。となりの男子たちがめっちゃうまくてかっこよかったです。☆◇８回目ぐらいにな
ったら、まぁまぁなれてきて何本かたおせました。楽しかったです。午後の授業は帰った人が多かっ
たので、クラスは新しくなりました。女の美人の先生でした。質問もしやすく、とても時間が過ぎる
のが早かったです。

8 月 8 日（火）

12 日目
高２ 女子

今日の午前の授業は speaking でした。自分の意見を相手に理解してもらえるように努力しました。
先生に助けてもらいながらだったけど、みんなに自分の言いたいことが伝わってとてもうれしかった
です。今日から新しい人がふえて、また新しい授業でした。明日からもがんばります！！
高１ 女子
今日からクラスのメンバーが新しくなりました。先週よりも人が増えて、年齢層が若くなりました。
無人島で使えなくなって悲しくなるものについて話し合った結果、1 位が車で 2 位がウィキペディア
でした（笑）。外国の方はおもしろい考え方をしているなと思いました。ちなみに先生は WC だそうで
す。ホストマザーに“JAPAN

NIGHT”の誘いをしてみましたが、仕事があるからと断られてしまいま

した。もし、仕事がなければ絶対に行ったのに…と残念そうでした。
高１ 女子
今日はサリーンに話しかけられた！うれしーっっ‼皆、私の名前覚えてくれたのが一番うれしかった♪
今日の授業が今までで一番楽しかった☆彡午後のアクティビティはボーンマスだった。ケイティーに

道を聞いて、マーラがオススメしてくれたスプリンクルっていうお店に行った♥ M と一緒にワッフル
とクレープ食べにいけて幸せだった！夜はマーラとジョシュアと３人で夜ご飯食べて、今日は本当に
良い日だった。

8 月 9 日（水）

13 日目
高２ 女子

午後のアクティビティはプールという港町に行った。目的の紅茶やお土産、お菓子が全部そろってい
た。小さな町だったのにビックリした。放課後には Fish&Chips のお店へ皆で寄った。チーズ＆チッ
プスは今日行った所の方が安くて、量が多い気がした。明日はジャパンナイトがあるので頑張る。
高１ 女子
今日は 2 時間自習でした。休み時間周りの人に JAPAN NIGHT について紹介しました。先生と２者面
談もしました。話すことが苦手(英語)と伝えたら、よく考えて話す事を繰り返しすれば、段々速く返
答できるようになるよ、とアドバイスをもらいました。今日はフィッシュ＆チップスのお店で、チッ
プス＆チーズを食べました。美味しかったです。いいお店を２つ発見できたので嬉しかったです。ま
た、今日家に帰ったら、ファシマに日本の１･２･３を教えてと言われたので教えました。逆にトルコ
バージョンも教えてもらった後、挨拶も少し教えてもらいました。英語以外も学べたので良かったで
す。
高２ 女子
今日の午前の授業は文法の勉強でした。１時間だけ文法の勉強をして、後の２時間は先生と１人１人
面談しました。今の自分の能力は何が１番できていて、何が１番できていないか、先生から教えても
らいました。Speaking の力をつけるには、とにかく色んな人と英語を使って会話を楽しめと言われま
した。残り少ないけどがんばっていこうと思います。

8 月 10 日（木）

14 日目
高２ 女子

いよいよジャパンナイト当日になった。クラスメートがたくさん来てくれたので、とても嬉しかった。
文化紹介では習字と折り紙が大人気だった。とても疲れた１日だった。
高２ 男子
ビーチで読書をしてみたらとてもリラックスできた。JAPAN

NIGHT では、皆協力し合って日本の文

化を紹介できたので良かった。夕食のピザがおいしかった。
高１ 女子
今日の授業では自主発言をたくさんすることができたので良かったです。JAPAN

NIGHT では、自分

が誘った人が全員来てくれたのでとてもうれしかったです。昨日考えたブース（豆移しならぬ、将棋
のこま移し）が意外と好評だったので驚きました。

高１ 女子
JAPAN

NIGHT はめっちゃ楽しかった。マーラも来てくれてたくさんの写真とれたし、留学している

日本人の大学生もみんな来てくれて本当に良い夜だった！アクティビティで知らない人とバレーボー
ルしたのも楽しかった。あと少しでイギリス生活が終わるのが本当に寂しいけれど、帰るまでおもい
っきりイギリスを満喫する。あと、洋書まだ買えてないから買いにいかないけん！
中２ 女子
今日はミニゴルフをしました。全然できなくて、きのこを倒したのがめっちゃわらえました。O と R
がめっちゃうまかったです。難しかったけど、とても楽しかったです。ビーチゲームも少しやりまし
た。JAPAN

NIGHT ではとても緊張しました。最初はとても人がいたけど、みんなお菓子をとって少

し遊んだら帰っていく人が多かったです（泣）。折り紙の折り方を説明するのが難しかったです。でも
日本が好きな人たちは最後までいてくれて、やさしい人だなと思いました。同じクラスの日本が好き
なフローリエン♡君が来てくれて良かったです‼～♡

8 月 11（金）

15 日目
高２ 女子

今日は最後の授業でした。アンディーと最後に写真が撮れて良かったです。午後のアクティビティは
オールドハリーロックに行きました。楽しかったです。
高１ 女子
今日は最後の授業でした。午後のアクティビティは、草原を見ることができ良かったです。帰り、フ
ィッシュ＆チップスを食べることができず残念だと思っていたら、夕食がフィッシュ＆チップスでし
た。とんだサプライズでした。ホストマザーがヘルシーなものが好きなので、揚げるのではなく、焼
いたのでパリパリでおいしかったです。
高１ 女子
今日は元気なく授業したので、最後の授業くらいもっと元気にすればよかったと思って少し後悔した。
JAPAN

NIGHT の感想言ってくれてうれしかった。明日は本当に学校の人と過ごせる最後の日なので、

今日みたいに後悔しないように過ごす！

8 月 12 日（土）

16 日目
高２ 男子

ウィンチェスターはロンドンに劣らない素晴らしい町だった。もっと長くいたかった。家の犬のフィ
ービーと仲良くなれたのが嬉しかった。
高２ 女子
今日は最後の activity でした。2 週間ほぼ毎日 activity があって、本当に楽しい時間でした。STAFF
の人と話せたりできたので本当によかったです。時間に遅れることなく、よかったです。

中２ 女子
今日はウィンチェスターとサウサンプトンに行きました。ウィンチェスターはとても可愛い町でし
た。とても大きな教会に行きました。パイプオルガンが流れていて、そしてとても大きなステンドグ
ラスがあって神秘的で綺麗でした。こんな大きな教会に来たのは初めてだし言葉にできないくらい凄
かったです。少し町を歩きました。可愛いお店がいっぱいあったけどお金があまりなかったので買え
ませんでした。その後はサウサンプトンのとっても大きなショッピングモールに行きました。大きく
て歩くのが疲れました。プリマも３階まであって 1 時間ぐらい見てました。1 日があっというまに過
ぎていくのでいやです。泣泣 でも楽しかったです♡♡ お家のフィッシュ＆チップスめっちゃうまか
ったー♡

8 月 13 日（日）

17 日目
高２ 男子

川を見ながらのランチはとても楽しかった。散歩をしていたらとても広い公園を見つけた。犬や鳥が
遊んでいた。どちらも緑が豊かで落ち着いた。イギリス最後の日は穏やかな日となった。夕食はペペ
ロンチーノと手作りのケーキだった。とても美味しかった。お礼として、犬のバツィーとフィービー
を折り紙で作ったらとても喜んでくれた。良い一日だった。
高２ 女子
今日は、午前中ホストファミリーと過ごして、ホストの人たちと話せたのでよかったです。イギリス
に来てからの約２週間大変なこともあったけど、どれも充実した毎日でした。本当にあっという間に
時間が過ぎていきました。どれもいい経験になりました！！行かせてくれた親に感謝です。
中２ 女子
今日は LAST DAY でした。本当に日本に帰りたくないです。朝 9:30 にビーチに行きました♡とても暑
かったけど、海がめっちゃキラキラしてキレイでした。12:30 には S とデートしました。めっちゃ遠
いテスコに行きました。暑かったし日本に帰りたくないし、テンションがひくかったです。テスコで
はお土産に 2.20￡でいろいろな物が買えました。その後ハイストリートに行きました。とっっっっ
っっっても長い道のりでくたくたでした。Coffee1 に入りました。デビルチョコレートはおいしかっ
たです♡♡家に帰ったら疲れがでてめっちゃ寝ました。新しいイタリア人のルームメイトがきて、とて
もかわいいです！インスタ交換したいです‼
感想文
「イギリス研修を終えて」

高２

女子.

今回私は初めてイギリスに行きました。初めて行く国ということもあり、研修前の私は、ホストフ
ァミリーとは上手くやっていけるか、英語でコミュニケーションをとっていけるか、他にも食事や時
差など不安なことが沢山ありました。
７月２８日、私はイギリスへ一緒に行く人達と会いました。日本全国から色々な人が集まっており
、皆の住んでいる所や、学校の話を聞いていると、日本の中でもまだまだ知らないことがあることを
知りました。その日は自己紹介や、ジャパンナイトでの出し物や役割分担をして、明日に備えて早め
に寝ました。緊張や不安、期待で寝られないかと思っていましたが、ベッドに入るとすぐに寝ること

ができました。
香港での乗り換えを併せて約１５時間という長いフライトは、機内でずっと寝ていたはずなのに、
ガトウィック空港に着いた頃にはとても疲れていました。機内で日付をまたいだこともあり、時差ぼ
けがおこっていました。それから、少しの休憩を挟んでから車で二時間かけ、今度は語学学校へ向か
い、そこでホストファミリーと初対面しました。ホストファミリーがとても優しそうな人達で、ほっ
としたことを覚えています。
ホストファミリーと初めて会った日、私からはあまり話すことは出来ませんでした。しかし、ホス
トファミリーが日本についてのことや、日本のお土産についての話題を振ってくれたのでそこで緊張
が解け、相打ちや返事なども徐々に出来るようになっていきました。また、ホームステイ先には私の
他にもう一人ベネズエラからイギリスに留学しにきた女の子がいました。同じ年でしたが、私より英
語をスラスラと話し、ホストファミリーとの会話も弾んでいてとても羨ましかったです。
平日の午前中には語学学校に通いました。登校初日の筆記テストを元に分けられたクラスで、２週
間世界中から来た人達と一緒にイギリス英語について勉強しました。
日本と授業のやり方がまったく異なり、特に違うと感じたのは発言や発表の多さでした。私の学校
では発表するときは手を挙げるか、つぶやくような声の大きさで発表していましたが、この語学学校
では我先に、と自分の考えを各々自由に発言し、私も自然とその空気に呑まれ段々と授業中に自分の
意見を発表できるようになっていました。英語を学ぶ積極性や環境、雰囲気にとても感動しました。
１週間経つとトルコから来た女の人と仲良くなり、休み時間にお互いの国についてはなしたり、英
語で解らないところを教えてもらったりしました。彼女は私よりも一つ上でしたが、同じクラスの中
にはシニアクラスで最年少である１６歳から５０歳を超えた人まで色々な年代、色々な国籍、色々な
宗教の人たちが一緒に勉強していました。日本では年上の人と同い年の人では対応が変わりますが、
海外ではあまり関係がないということを実感しました。
午後にはイギリス観光をしたり、海へ遊びに行ったりしました。どの町もどの通りも、どこを見て
もヨーロッパらしい建物が多く、カメラで色々なところを撮り続け、カメラが手放せませんでした。
８月１０木曜日、この日はジャパンナイトがありました。ジャパンナイトでは三太郎音頭や将棋や
折り紙、書道や浴衣の着付けをイギリスで出会った人たちに紹介しました。私は浴衣の着付けを紹介
しました。浴衣はその人の身長に合わせて着つけられるのがいいところだと思っていたのですが、い
ざ海外の人に着付けてみると丈が足りなかったり、肩幅が足りなかったりと色々なハプニングが起こ
りました。当たり前のことですが浴衣は日本人用に作られていて、日本人と外国人では身体の規格が
少し違うのだ、ということを再確認させられた気分になりました。また、外国人に浴衣を着つけてい
ると、いくつか質問されました。その中でも一番多かった質問は、日本人はこれ（浴衣）を普段も着
ているの？というものです。おそらく、着付けた人の中には着物と浴衣を区別できていない人もいた
と思いますが、海外の人は日本人の印象は着物や浴衣は普段着の印象があるのか、と外国人から見た
日本人の印象に驚きました。このことから、私も海外の人、国に対して勘違いしていることがあるの
ではないかと感じました。考えてみると私はイギリスに対して思い違いをしていることがありました
。例えば、私は正直に言うとイギリスの食事はあまりおいしくないものだと思っていましたが、実際
はホストファミリーの食事はとても美味しく、日本にいる頃よりも食べていたかもしれません。また
、ベジタリアンは緑の野菜を食べ、毎回サラダを食べているものだと思っていました。ですが、私の
ホストマザーはベジタリアンだったのですが、ホストマザーの作る料理はとても美味しく、また、ホ
ストファザーからホストマザーはベジタリアンだということを教えられるまでホストマザーがベジタ

リアンだと気が付かないほどとても美味しい食事で、私の印象のように生野菜のサラダが出てきたこ
ともなく、私はベジタリアンに先入観があったのだと気が付きました。
私はイギリスに来てから毎日色々な人と関り、色々な新発見があり、私はもっと英語が話せるよう
になりたい、もっと外国のことについて知りたい、英語で世界の人と話したい、話の中で受け身だけ
にならずもっと自分から話し、お互いに話しながら笑い合えるくらいの英語力を身につけたいと感じ
ました。また、イギリスでできた友達とたくさん話せるようになるためにも、日本に帰ってからも英
語の勉強を続け、大学生となって自分で海外に行ける機会ができたなら、今回友達になった人たちと
、今回のイギリス研修でのアクティビティでイギリスの名所を巡ったように、友達の国を友達の案内
で一緒に観光したいと思いました。今回イギリス英語研修に行くことが出来本当によかったです。こ
れからの英語学習への意欲が、今まで以上に高まりました。私は将来英語を用いる仕事に就きたいと
考えています。また、海外との関りが強い仕事にも就きたいと思っているので、今回イギリスの生活
や雰囲気を知ることができて本当に良かったです。今回の経験を自分の将来に活かしていきたいと強
く思いました。イギリスに連れて行ってくださって、本当にありがとうございました。
「英語研修を終えて」

高２

男子

イギリスに到着したとき、何もかもが日本と異なることや、これからの不安などが重なり体調はあ
まり優れなかった。しかし今、自分がイギリスの地に立っていると考えるだけで、凄いところにいる
んだなぁという気持ちになった。ホストファミリーにも色々と心配をかけてしまった。ホストファミ
リーの家は、グループの中では学校から一番離れていたため、学校まで歩くのも一苦労である。だ
が、登校中にあたりを眺めてみると絵に描いたような美しい街並みであった。初日の学校ではやは
り、ほとんどしゃべれなかった。せっかくイギリスまで来てあまりしゃべらなかった、で終わりたく
ないと思ってはいたが、実行に移すのは難しい事なのだ。そんな日が続く中、ある日の授業でクラス
メイトの一人の方が僕に、恥ずかしがらないでどんどんしゃべってね、と英語で言ってくれた。僕は
その言葉がとても嬉しかった。それを境にホストファミリーにもたくさん質問できるようになった。
そしてそのクラスメイトと友達になることができた。とても感謝している。日曜日は自由だったの
で、家の近くの川へ出かけた。緑がたくさんありとても落ち着く特別な空間だった。ホストファミリ
ーが作ってくれたランチやディナーは愛情がこもっていてとても美味しかったし、元気が出た。家に
は二匹の犬がいた。バツィーはやんちゃな子でフィービーはおとなしい子だった。バツィーはすぐに
なついてくれたのだが、フィービーはなかなか心を開いてくれなかった。しかし、残り三日間という
夜にフィービーは僕に近寄ってきてくれた。少し距離が近づいたと思って嬉しかった。そういった小
さな事が、イギリスでの生活において僕に勇気をくれた。学校最後の日、友達に感謝の気持ちを伝え
ることができた。最後の夕食ではホストファミリーがケーキを作ってくれた。会話も弾んだ。お礼と
してバツィーとフィービーを折り紙で作ってあげたらとても喜んでくれて嬉しかった。イギリスはと
ても楽しかった。アイアムハッピー！
「イギリス研修」

高２

女子

私にとってこのイギリス研修は忘れられない思い出だ。
一人で愛媛から東京に行くとき、期待と不安でいっぱいだった。飛行機の中で自分の英語が通じるの
か、ホストファミリーとは上手にコミュニケーションが取れるのかなどすごく不安だった。
成田エクセルホテルについて初めて今回行くメンバーと顔合わせをした。みんな私より少し早めにつ

いていて、会話が弾んでいたので初め少し戸惑った。でもみんなすごく優しくて、すぐに打ち解ける
ことができた。
事前研修では、自己紹介や JAPAN Night の打ち合わせをした。ホテルの部屋では同級生の子と同じ
部屋になってお互いの学校の話で盛り上がったりした。
イギリスまでの飛行時間はとても長くてしんどかった。いざイギリスにつくと、不安もあったがワク
ワクの方が大きかった。初めて見る景色ばっかりで凄く新鮮だった。
イギリスでの初めての朝ご飯は costa で食べた。しばらくしてドライバーさんが空港に迎えに来てく
れて学校に向かった。学校に着いたらすぐにホストファザーが迎えに来てくれた。
私の家は学校から歩いて 3 分だった。すごく近くて助かった。
家に着いたらホストマザーとホストシスターが出迎えてくれた。優しそうな家族でほっとした。その
日はまずビーチに行って、たまたまやっていた音楽団の演奏をきいた。私はそこで初めてチップを入
れた。次にテニスをした。私がテニスを中学生の頃やっていたとホストファミリーに言ったら、なん
とホストファミリーも趣味でよくテニスをするみたいで一緒にやろうと言ってくれた。2 時間くらい
試合をしたり、打ち合いをしたりした。そこでホストファミリーと少し距離が縮まった気がして嬉し
かった。テニスの後はホストマザーの親戚の家に行った。親戚の人たちが話す英語のスピードが速す
ぎて全く会話についていけなくて苦労した。この 1 日でたくさんの人と出会えて、嬉しかった。これ
からのイギリスでの生活がとても楽しみになる 1 日だった。
2 日目からは学校が始まった。午前中授業を受けて、午後はアクティビティーをするのが日課だっ
た。授業では最初すごく緊張していたけど、陽気な担任のアンディーと、とてもフレンドリーなクラ
スメイト達のおかげで毎日の授業がとても楽しかった。クラスメイトたちは授業でばんばん発言し
て、最初は圧倒されたけど徐々に慣れてきて楽しく授業を受けれた。授業ではペアワークが多くて、
私の隣はサウジアラビア人だった。なまりがあってなかなか聞き取りにくかったけど、ジェスチャー
などを使ってなんとかコミュニケーションをとった。ジェスチャーはとても大切だなと思った。担任
のアンディーは常に神対応だった。アンディーThank you!
午後のアクティビティーではビーチに行ったり、Bournemouth に行ってショッピングをしたりして楽
しんだ。可愛いスタッフさんとカフェに行ったり、いろんなことを話したりして嬉しかった。イギリ
スの町はとてもレトロな感じで、日本では見られない建物がたくさんあってすべてが新鮮だった。一
番楽しかったアクティビティーは、オックスフォードに行ったことだ。私はハリーポッターが大好き
なので、ハリーポッターのモデルになった食堂に行けてすごく嬉しかった。
本当にハリーポッターの世界に入ったみたいでとても興奮した。途中で天気が急変して全身びちょび
ちょになったけど、それも今になってはいい思い出だ。
オックスフォード大学を見たり、たくさんお土産を買えてすごく充実した 1 日だった。
他にもイギリスの有名な所にたくさんいけたので嬉しかった。
この１７日間でいろんな人に出会い、たくさんの経験をすることができた。優しいホストファミリー
や、学校で知り合った人たちなど、本当にいい人たちばかりで、とても充実した環境で英語を学ぶこ
とができた。今までで一番の最高の夏を送ることができた。
この研修に参加できて本当によかった。
もっと英語を勉強して、またイギリスにいきたいと思う。
.

「角度を変えてみる」

高１

女子

「Sorry」
私はイギリスに行ってこの言葉を沢山使い、また、沢山言われてきました。道端や学校の廊下です
れ違う際に少しぶつかってしまった時、避けてもらいたい時など様々な場面で使われていました。－
とこれは教科書にも記述されるような一般教養です。しかし、これには続きがあります。それは、
「Thank you」
です。日本では、ぶつかっても何も言わない人が多い中、イギリスでは自然にこのような行為が取ら
れていることに胸がほんのり温かくなりました。
今回の研修では、多くのことを学び体感してきました。その中で特に驚きだったのは、英語の使い方
です。
私は、初日から５日間までは、どう話せば相手に通じるのだろうか、このタイミングで話しても良
いのだろうかと「話す」ことを考えていました。しかし、だんだん「話す」のではなく英語は「使
う」ものだという認識に変わりました。話すだけでは相手に伝わらないときも多々ありました。その
ようなときは、ジェスチャーや写真を使い補いました。また、話すときは、教科書のパターンを丸暗
記すれば会話が成り立つわけではないことを学びました。臨機応変に対応することで成立しました。
他に驚いたのは生活スタイルの違いです。イギリスは緯度が高いということもあり、夜９時まで日
本でいう夕方のような明るさなのですが、ほとんどのショップは夕方 5 時に閉まってしまいます。ま
た、朝食はほとんど取らず、昼食と夕食を多めに摂ります。そして、私が一番目を見はったのは、交
通ルールです。車の走行方向は右というような大まかな部分は同じなのですが、歩行でも車両優先で
あるという違いがあります。つまり、歩道を歩いていても自転車が走ってきたら譲らないといけませ
ん。
実際に行ってみると日本から出ないままだったら分からないことがたくさんありました。
今回新しい土地で新しい空気を吸ってきたことにより、物事を様々な角度で捉えられるようになり
ました。現地で米沢や日本について発信したことにより、田舎で何もないと心のどこかで思っていた
故郷が、空気は澄んでいて食べ物がおいしくて、温厚な人が多い、という新たな角度で見つめ直すこ
とができました。少しずつグローバル化していく社会に常に敏感に動きを読みつつ、グローバル化社
会に米沢をどんどん発信していきたいです。
「イギリス」

高１

女子

朝、飛行機に乗って研修場所に向かうとき初めて一緒にイギリスに行く人達に会うので少し緊張し
ていました。みんなに初めて会って、ジャパンナイトでの役割を決めたり、軽いゲームをするうちに
うちとけることができました。次の日はとうとうイギリスに向けて出発する日が来て、行きの飛行機
はイギリスでのことを考えてとても緊張していました。
イギリスに到着して、コスタで飲んだホットチョコレートは、初めてのイギリスで一番最初に飲んだ
ものなので印象に残っています。ホストファミリーと学校で会ったとき、自分が想像していたよりフ
レンドリーなお母さんで安心しました。学校の初日はテストをしてボーンマスをバスでまわりまし
た。次の日は、自分のクラスに行って授業を受けました。クラスの人達は数ヶ月も学校に通ってきて
いる人が多くてその中に入っていくのは大変でした。それでもみんなが優しくしてくれて、わからな
いところがあると言ったら簡単に言いかえてくれて、本当に感謝してもしきれないことがたくさんあ
りました。ジャパンナイトに来てくれるクラスの人もいて、本当に良いクラスだったなあと思いま

す。宿題や学校でのわからないところがあると、ルームシェアをしている人が教えてくれて、そこか
らも仲良くなることができました。
学校がない土曜日は、オックスフォードやウィンチェスターまで行って観光することもできて良か
ったです。イギリスの最後の日は日本人の友達とテスコに行ったり、ハイストリートでカフェに行っ
たりしたあと、家でホストファミリーと夕食を食べて、テレビを見ながらアイスを食べて話をしまし
た。最後に楽しい時間を過ごせて良かったです。日本に帰る飛行機の中で学校やホストファミリー、
友達が恋しくなりました。日本から一緒に行ったみんなと別れることも寂しかったです。今年の夏
は、今までで一番たくさんのことが学べた夏でした。
また、機会があるならイギリスの学校に行きたいです。
.
「Bournemouth での日々を振り返って」

中３

男子

今回この研修は、自分にとって本当に有意義な経験となりました。参加できたことを心から嬉しく
思います。
研修を通して自分が成長できたと感じられる点は二つあります。
一つ目は「会話が成立する喜び」。僕はイギリスに行くまで、ほかの人達よりもコミュニケーショ
ン能力があると思いこんでいました。でもそれは大きな間違いであることに気づかされました。英語
を学ぼうと意欲的な学生が集まる Bournemouth では社交的であるのがむしろ普通でした。
授業初日にクラスメイトと出会った瞬間からいきなり「何歳？」「どこから来た？」「そこはどうい
う場所？」などと質問責めを受けて、全く答える事ができず本当に泣きそうになりました。
けれども 3 日もすればそんな環境にも慣れていき、質問責めはされますがその質問に上手く答えら
れるとうなずいてくれる。その瞬間が僕はすごく好きでどんどん自分からも話しかけていくようにな
りました。たくさん友達も増えていき、日本で暮らしている中では、思いつかないような価値観に出
会いました。例えば「ベンチ」に関する日英の認識の違いは特に印象に残っています。トイレに行く
ために自分の荷物を置いたまま席を立つことは日本ではよくあることですが、イギリスでは、椅子は
座るためにあるものだから「席取り」の概念は通用しないようでした。これからグローバル社会を生
きていくうえで物事を客観的に見ることが重要になると思います。それを今回のホームステイで身を
以て体験できたのがよかったです。
二つ目は「外国人の思いやりに触れられたこと」です。英語は話すのと書くのでは全く別物でした。
ある程度書ければ話すことも難しくないと、どういうわけか誤解していたので、何も会話の対策をせ
ずにいきました。家に着いたとたんにホストファミリーから「何がしたい」と言われ、水が欲しかっ
たのにとっさに言葉が出なくて本当に困りました。でも自分の様子を察知して何回も聞いてくれて本
当に助かりました。他にもお菓子をこぼした時にカーペットの汚れよりもまず自分の体や衣服の心配
をしてくれて「本当に優しいんだな」と感動しました。
一緒に滞在していたスペイン、サウジアラビア、イタリアからのホームメイトもさまざまな親切心
を示してくれました。これまで外国人はドライという固定観念にとらわれていましたがそうではなく、
すごく思いやりのある方々でした。
他にも海で遊んだことや、オックスフォードの歴史ある街並を訪れ、イギリスの大学の伝統に触れ
られたこと、ジャパンナイトで自分の企画した書道が大受けだったことなど楽しい思い出が今も蘇り
ます。また機会があればこの研修に参加したいです。KSKK の皆様、18 日間本当にお世話になりま
した。

