
平成 28年度 SSH 英国研修報告         国際交流員会・研究開発部 

１ 日程        平成２９年３月４日（土）～平成２９年３月１２日（日） ９日間 

日 

次 

月日 

( 曜日 ) 
都市 

現地 

時刻 
内容 食事 

１ 
3/04 

（土） 

中部国際空港 

 

 

 

中部国際空港発 

 

ヘルシンキ着 

ヘルシンキ発 

ヒースロー着 

09:00 

09:50 

 

 

11:55 

 

15:10 

17:25 

18:35 

集合 →搭乗手続き（スーツケース預ける） 

出発式（特別室） 

（生徒代表あいさつ：団長） 

保安検査場へ 

フィンランド航空 AY080（10 時間 15 分） 

【機内泊】 

到着後、乗り継ぎ 

フィンランド航空 AY995（03 時間 10 分） 

入国手続き  専用車にてホテルへ 

【ホテル泊】 

朝：× 

昼：機内 

夜：機内 

 

 

 

 

 

 

夜：○ 

２ 
3/05 

（日） 

ロンドン市内 

 

 

ホテル着 

10:00 

 

13:00 

自然史博物館にて 班別研修 

 

大英博物館にて 班別研修 

【ホテル泊】 

朝：ホテル 

昼：○ 

夜：○ 

３ 
3/06 

（月） 

ロンドン市内 08:00 

 

Westminster School 授業参加 

 

【ホテル泊またはホームステイ】 

朝：ホテル 

昼：学校 

夜：学校 

４ 
3/07 

（火） 

ロンドン市内 08:00 

13:00 

Westminster School 授業参加 

UCL  ＊詳細は５UCL での日程 

研究者による講演（大沼信一教授） 

（生徒代表 挨拶司会/お礼） 

【ホテル泊またはホームステイ】 

朝： 

ホテル または 

ホストファミリー  

昼：○ 

夜：○ 

５ 
3/08 

（水） 

ロンドン市内 08:00 

 

 

Westminster School 授業参加 

 

 

【ホテル泊】 

朝： 

ホテル または 

ホストファミリー  

昼：学校 

夜：学校 

６ 
3/09 

（木） 

ウェリンガーデン市内 

 

ロンドン市内 

09:00 

 

13:00 

浜松ホトニクス英国現地法人訪問 

（生徒代表 挨拶司会/お礼） 

ロンドン市内班別研修 

【ホテル泊】 

朝：ホテル 

昼：○ 

夜：○ 

７ 
3/10 

（金） 

ロンドン市内 08:00 

午後 

Westminster School 授業参加 

研究発表会                     

【ホテル泊】 

朝：ホテル 

昼：学校 

夜：学校 

８ 
3/11 

（土） 

ホテル発 

ヒースロー空港着 

ヒースロー発 

ヘルシンキ着 

ヘルシンキ発 

06:30 

08:00 

10:20 

15:15 

17:15 

ホテル発  専用車にてヒースロー空港へ 

搭乗手続き開始 

フィンランド航空 AY832（02 時間 55 分） 

到着後、乗り継ぎ 

フィンランド航空 AY079（09 時間 25 分） 

【機内泊】 

朝：BOX 

昼：○ 

夜：機内 

 

９ 
3/12 

（日） 

中部国際空港着 09:40 

 

入国・税関手続き後、解散式 

（生徒代表あいさつ：副団長） 

朝：機内 

 

 



２ 研修先の概要 

(1) ウェストミンスター スクール 

（Westminster School） 

1560 年にエリザベス１世によって設立されたパブリックスクールで

あり、ザ・ナインと呼ばれる学校の１つである。13 歳～18 歳の生徒が

所属していて、女子学生は 16 歳から入学することができる。卒業生は、

政治家、作家、科学者、音楽家など多岐に渡り、歴史的・世界的に有名

な人物も多く輩出している。 

本研修では、明和高校生徒一人ずつにバディと呼ばれる生徒がつき、

４日間行動を共にした。授業やクラブ活動に参加したり、食事を共にし

て交流を深めた。今回からバディの家庭においてホームステイも経験し

た。 

最終日には、Westminster School, Harris Westminster, 明和高校の

３校による科学研究発表会（SCIENCE CONFERENCE）が開かれた。３校か

ら全部で８つのプレゼンテーションがおこなわれた。その後、隣接する

会場に移動し、ポスターセッションが開かれた。本校の生徒のポスター

発表に大変関心を持ってもらえた。また、ポスターセッションの場でプ

レゼンした生徒が質問を受けることもあった。Head Master(校長)であ

る Patrick Derham 先生もポスターセッションに参加していただき、数

人の生徒が Derham 校長先生の質問に答えた。自分の研究を発信し、新

たな視点を獲得する最高の場となった。 

 

 

(2) 自然史博物館 

（Natural History Museum） 

  大英博物館の一部として始まり、130 年の歴史を持っている博物館で

ある。生命、自然科学に関する標本が７万点以上も収蔵されており、世

界の中でも最大級の自然史博物館である。館内は、オレンジ、ブルー、

グリーン、レッドの４つのゾーンに分かれており、それぞれ違った自然

の歴史を紹介している。 

本研修では、事前学習をもとに、班別に研修を行った。 

 

 

(3) 大英博物館（British Museum） 

世界最大の博物館のひとつで、古今東西の美術品や書籍等約 800 万点

が収蔵されている。このうち、常設展示されているものは約 15 万点ほ

どであり、美術品や書籍のほかに、考古学的な遺物・標本・硬貨やオル

ゴールなどの工芸品、世界各地の民族資料など多岐に渡る。 

本研修では、事前学習をもとに、班別に研修を行った。 

 

 

(4) ＵＣＬ（University College London） 

1836 年に設立され、イギリスで３番目に古い大学である。設立者は

「功利主義」「最大多数の最大幸福」を唱えた哲学者のジェレミ・ベン

サムに強く影響を受けた人物であるとされている。ロンドン大学に加盟

していて、ケンブリッジ大学やオックスフォード大学と並ぶ世界最高水

準の大学である。 

本研修では、大沼信一教授に「University College London と日本」

という題で、日本人の国際化について講演いただいた。その後３名の先生方（紅林秀和氏、多田正純

氏、藤山拓氏）の研究室に行き、見学させていただくとともに、講演いただいた。 



(5) 浜松ホトニクス現地法人 

（HAMAMATSU PHOTONICS UK Limited） 

浜松ホトニクスは、1953 年浜松テレビ株式会社として創業し、テ

レビジョン技術の祖、高柳健次郎博士の「女神の前髪をつかむ者」を

心に留め、光を通した技術開発をおこなう企業である。スーパーカミ

オカンデの光電子増倍管によって東京大学の小柴昌俊博士が 2002 年

に、梶田隆章博士が 2015 年にノーベル物理学賞を、CERN(欧州合同素

粒子原子核研究機構)の国際的なプロジェクトに光半導体素子｢APD｣が

用いられるなど、世界の最先端の研究に貢献している。 

本研修では European Business Coordinator である鬼頭貴紀氏に、浜松ホトニクスの会社概要や海

外赴任についてお話しいただいた。また、Commercial Manager である Jenny Brown 氏とライフワー

クバランスについてディスカッションする機会をいただいた。その後、現地法人 UK で働く方々から、

浜松ホトニクスの製品について説明いただいた。 

 

３ 生徒の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロンドン自然史博物館を訪れて SU 

 
 英国研修最初の研修場所はロンドン自然史博物館で、ホテルから歩いて向かいまし
た。開館前にはすでに外に列ができるほどで、人気のある博物館なんだと実感しまし
た。開館後、セキュリティーチェックを受けた後（こういうところがやはり海外だな
あと思いました）、私は興味のあったレッドゾーン、地質関係の標本が集まっている
ギャラリーへ向かいました。どこか違う世界へつながっていそう…なエスカレーター
を上って 3 階へ向かい、まずは地震、火山の展示があるコーナーへ。日本の阪神淡路
大震災の様子を伝える展示もあり、日本はやはり地震が多く、イギリスでも展示され
るほどなんだと感じました。揺れが体験できるというコーナーにはいきませんでした
が、そのあたりにはたくさんの人が集まっていて関心の高さがうかがえました。続い
て、二階に降り鉱物などの展示がある「地球の宝物庫」へ。大きな水晶、様々な宝石
や石が展示してあり、原石から削ってキラキラしている宝石まで見ることができまし
た。私自身、こういった展示が好きなので見ることができてうれしかったです。世界各地から集めら
れた標本、鉱物は見たことがないものも多く、解説を読むのも専門用語ばかりで辞書をフル活用して

（辞書で和訳しても知らない単語でしたが…）、と大変でしたが、見ていて
楽しかったです。レッドゾーンに行く途中にはグリーンゾーンの鳥類の標本
や卵などを見ることもできました。壁一面にたくさんの化石が展示してあっ
たのはとても迫力がありました。大きな恐竜の標本、中央ホールのディプロ
ドクスは修理中なのか見ることができず残念でした。また、館内も広く、午
前中だけでは限られたギャラリーしか見ることができませんでしたが、とて
も有意義な時間を過ごすことができました。 

 
      



大英博物館 TT 
 

館内に入る前に荷物検査があり、海外のテロ対策の厳しさを感じまし

た。館内はとても広く、ロゼッタストーンやウルのスタンダードをはじ

めとする約 15 万点もの品が展示されていました。古代エジプトや古代

ローマから現代まで、古今東西の展示品があり、時間の関係ですべてを

見ることはできませんでしたが、世界の長い歴史の中で重要とされてき

た数々の展示品を実際 

に自分たちの目で見ることで、世界の広さ、歴史の長さを肌で感じることができました。 

古代ギリシアのコーナーでは、世界史の資料集で見たような白い建築物や彫刻品があり興奮しまし

た。事前学習の段階で、「１９３０年代、当時の歴史学者は『大理石彫刻は白い』という先入観を

持っていたために、茶色がかった彫刻物を『長年の汚れで色がくすんでしまった』とみなし、より魅

力的に見せようと洗浄作業を行ったが、のちに実際はもとから茶色だったということが分かった」と

いうことを知りました。そのおかげで、大変興味深く見ることができました。近年、当時の姿を再現

する試みが行われているそうなので、次回行くときは色が変わっている可能性があるかもしれません。 

日本のコーナーも一番奥にあり、他の展示室よりも圧倒的に静かで落ち

着いた雰囲気でした。和室もあり、『和英庵』と書かれていたのが印象的

でした。 

また、大英博物館にある展示品は略奪品も多く、元の国に返還すべきだ

という声も世界では多くあがっています。私はもともと返還反対派でした

が、すばらしい道具や作品の数々を実際に自分の目で見て、元の国にきち

んと返還するべきだと考えるようになりました。大英博物館の見学を通し

て、世界史を学ぶことの重要性に気付くことができ、忘れられない思い出となりました。 

 
ウェストミンスター校での授業初日 YI 
 

 ウェストミンスター校における授業のシステムと明和高校のそれは違った点が多くありました。昼

食前に 4 限、昼食後に 3 限の一日合計 7 時間授業であることは明和と同じでしたが、ウェストミンス

ター校は 1 限あたり 40 分の授業時間でした。初日に僕が受けた教科は経済とフランス語の授業でし

た。経済の授業では専門用語をある程度理解しておかないとついていくのが大変でした。明和の教室

の 3 分の 1 ほどの広さの教室にコの字型に机を並べてあり、先生と生徒、生徒同士のディスカッショ

ンが活発でした。先生が問いかけをしたときに、またそうでないときも、生徒が挙手をして口々に自

身の意見を口にするその活発さに、初めは驚き、そして圧倒されました。1 年生の時に受けた現代社

会の授業が役に立ち授業内容を少し理解することができましたが、授業スピードにはついていけませ

んでした。フランス語の授業では、日本における英語の授業と同じように先生が「ボンジュール」と

言って授業が始まり、単語テストや長文読解問題などを解いていました。フランス語をかじったこと

すらない僕にとっては、授業の最初から最後まで先生や生徒が何について話しているのかわかりませ

んでした。それに気づいてくれたのか、僕の隣に座っていた生徒が僕のためにフランス語の文を英語

に訳してくれました。そのおかげで少しだけ授業の内容を知ることができました。日本では紙のノー

トに板書を写すことが一般的ですが、ウェストミンスター校では自身のノートパソコンを使ってノー

トをとっている生徒がいました。そうすることで荷物を少なくできるなど、効率的な手段の一つだと

思いました。しかし、そのような生徒を含めすべての生徒が理系科目では紙のノートを使っていたよ

うです。計算は自分の手を使えということなのでしょうか、それにも納得がいきました。 

 
学生寮 1日滞在記 KE 

 
ウェストミンスター高校での授業初日兼ホームステイ当日。私は 10 人中

唯一学生寮に宿泊することとなり(これは二年前の機会を含めても初めての
ことらしい)、当初は通学が楽で良い、などと短絡的なことを考えていたも
のの、蓋を開けてみると、寮生である利点をフル活用した、恐ろしく濃厚な
1 日が始まった。 
まず 1 日の授業が終了したのが午後 3 時。大半の明和生ならカバン片手に 

部活へ向かうところだが、バディの Lily は数人と共に校外へ。スリランカ
から来た貧しい人々を支援するボランティア活動だった。英語で彼らの面接



をするような形式だったが、私は英語力の不足からほぼ見学か椅子を多少動かす様な 
ことしか出来ず歯痒い思いがした。 
そして学校へ帰って来ると、間髪入れずに合唱の活動に参加。礼拝堂で鎮魂歌 

を歌う経験はなかったのでとても良い経験だった。とは言っても、歌詞の読み方 
もわからない為、何とか音程だけを外さない様に歌いきると、また他のバディの 
友人達と合流して大食堂へ。まるで某映画に出てくる様な立派な建物で何故だか大急ぎで夕食を済ま
せると(理由は私が聞き取れなかった)、講堂へ移動し日本で言うような、所謂進路説明会というもの
に参加した。 
 オックスブリッジ進学に求められるような成績や学部ごとの教科や目的の内訳が解説され、私自身
英語はあまり理解できなかったものの、イギリスの入試制度や大学受験に対する保護者や生徒達の真
摯な姿勢を知ることが出来た。 
寮での滞在時は、ホームステイとは異なりバディの両親兄弟などと関わる機 

会は無かったものの、台所や廊下など共用スペースを通じて同じ寮生と関わる 
機会が多々あり、より多くの人と関わり新たなコミュニケーションを取れる良 
い契機となった。寮における滞在にも、それ特有の良い経験が出来たと思う。 
このようにウェストミンスター生は、常に休日と睡眠を欲している明和生と比 
べてみると、履修科目の数の差故だろうか、能動的に多様なことに取り組める 
意欲と余裕があるような傾向にあると感じた。 

 私の英語力では 2、3 回聞き返すことも珍しくなかったが、それでも私が理解出来る語彙を

選んだり日本語で話しかけてくれることはとてもありがく、私自身も稚拙な文法であれ多少時

制を間違えようが積極的に話し質問することを心がけた。自身の英語力(特にリスニングにお

いて)の必要性を実感し、また自身の学生生活の送り方を見直す良い体験であった。 

 

ＵＣＬ（ユニバーシティカレッジロンドン）を見学して MY 

 

 ４日目の UCL 研修では、まず大沼先生の海外で学ぶこと活躍することに 
ついてのお話を伺いました。その後紅林先生の研究室でナノテクノロジー 
についての研究内容を学生の方々にお聞きし、多田先生のゼブラフィシュ 
を用いた発生生物学、藤山先生の交通工学についてのお話を伺いました。 
また、日本人留学生の石碑や、希ガスについての簡単な実験を見せていた 
だく機会もありました。学内の雰囲気はとても自由でしたが皆が学ぼうと 
いう意欲が感じられ、学生たちがディスカッションをしている場面などを 
見ることもできました。構内はとても広く、歴史ある建物が並び、教室にはスマートボードなど
の設備があるなど、これ以上ない環境が整っており、世界のトップレベルにある UCL の素晴らし
さを感じました。見学させていただいた研究室では、最先端の機械を用いてそれぞれが熱心に研
究に取り組まれていて憧れました。 
 大沼先生のお話で興味深かったのは日本人が内向き志向である背景に日本が産業や教育の分野
で世界のトップレベルにあると思いこんでいるということでした。しかし、
実際はイギリスをはじめとする世界の先進国に遅れをとっています。私たち
はもっと積極的に物事に対して取り組んでいくことが求められていると感じ
ました。また、大沼先生は現在海外進学・留学のための様々なプログラムの
充実にも尽力されており、海外で学ぶことは十分に可能であることが分かり
ました。海外進学には、生徒が積極的であることや教育の質など多くの魅力
があります。国際化していく社会の中で活躍する素質を育むのに最適な海外
進学という選択もあると分かり視野が広がりました。私は将来海外で大学生
活や研究生活をしたいという夢を持っていたのですが、UCL で海外で実際に
成功されている方のお話を聞くことができ、今するべきことがより明確になったように思います。
短い時間ではありましたが、とても貴重な経験をすることができました。 

 

人生初のホームステイを経験して RI 
 
 バディの劇のリハーサルが終わるのを待って、タクシーと地下鉄で Foster 家
の最寄り駅へ。今回が私にとって初めてのホームステイだったので非常に緊張し
ていましたが、迎えに来てくださったお父さんを始め、お母さん、おばあちゃん、
2 人の兄妹がハグで温かく歓迎してくれ、緊張がほぐれました。 
その日は家族でよく行くというタイ料理のレストランに連れて行ってもらいまし
た。英語のメニューでわからない単語はすべて説明してくれ、食事を楽しむこと
ができました。食事中はイタリアへバカンスに行ったときの話や、弟妹たちの学
校の話を聞かせてもらいました。 



 家に帰ってから、日本からのおみやげとして子供たちとお父さんにはポッキーやじゃがりこなどの
スナック菓子と文房具を、お母さんにはお米の成分が含まれたフェイスパックをプレゼントしました。
プレゼントした折り紙を使って子供たちと折鶴を作ったのですが、なかなか苦戦していて、日本の子
供たちは器用なんだなぁと感心されました。また、針のいらないホッチキスをバディに持っていった
ところ、「日本の技術はとっても cool だ！」と、とても気に入ってもらえ、彼はそれから毎日ホッチ
キスを学校に持って行き友達に自慢していました。 

 Foster 家の子供たちはポケモンやアニメを通して日本に興味を持っていて、何度か家族で日

本に旅行に来たことがあるそうです。日本というアジアの小さな島国にイギリスの人が注目し

てくれることにうれしさを感じました。ちなみにまだ名古屋には来たことがないというので、

名古屋について少し宣伝をしておきました。事前に名古屋についてざっと説明できるようには

していたのですが、自分の住んでいる地域をきちんと知っておくことの重要さも感じました。

最後に、何度か聞き返すこともあったのに、毎回やさしく答えてくれた Foster 家の方々のお

かげでホームステイを終始楽しく過ごすことが出来ました。また機会があれば会いにいきたい

です。ありがとうございました。 

 

 

ウェストミンスター校で授業参加 KK 
 
 この日は丸一日ウェストミンスター校で授業に参加しました。私がこの日受けた授業は美術、化学、
数学、英語、スペイン語、ラテン語でした。私たち一年生三人は三人に対してバ
ディー二人という形で授業に参加したのですが、バディーの受けている授業が理系と
語学系にわかれていたお陰で幅広い分野の授業に参加することができました。日本で
は外国語として英語のみを勉強するのが主流ですが、ウェストミンスター校ではスペ
イン語やラテン語、その他にもフランス語やイタリア語を勉強することができるそう
です。私たちのバディーは日本語も勉強していました。英語しか外国語を勉強してい
ないと言ったら驚いていたので、私たちも日本で他の外国語を学べたらいいなと思い
ます。スペイン語の授業の時に先生が授業の時間を半分くださり、日本語についての
簡単なレクチャーを行いました。日本語の歴史、こんにちはやありがとうなどの挨拶、
だじゃれを紹介しました。(こんにちはやありがとうなどは知っている人が多く、廊
下などで知らない生徒にこんにちはと言われたり、お店に行った時などにありがとう
と言われたりすることもありました。中国人と間違えられることも多かったです。) だじゃれは意
味ではなく音で楽しむのだと言ったら「cool」と驚いていました。覚えていてくれたら嬉しいです。
普段使っている言語を改めて説明するとなると難しく感じました。今まで疑問に思ったこともなかっ
たような質問(こんにちは、とこんばんは、には「こん」がつくがそれには意味があるのか、や中国
語との違いについてなど)をされて、日本語を新たな視点から見直すことができ、とても面白かった
です。英語で授業を受けるというのは大変でしたが、皆質問すると丁寧に教えてくれ、本当に有意義
な時間を過ごすことができました。日本との授業の雰囲気の違いにも驚きました。また外国の授業に
参加する機会があればいいなと思います。  

 
浜松ホトニクスの研修に参加して FD 
 

 3/9 は浜松ホトニクスに行きました。浜松ホトニクスは“光”を

使った最先端の技術で、私たちの生活や科学研究を支えています。

彼らの技術力はカミオカンデ、スーパーカミオカンデなどで生かさ

れ、ノーベル賞に大きく貢献したことで世界に広く知れわたりまし

た。私は SSH 部の活動を通して、多くの科学者の話から基礎研究の

重要性と世間にその重要性があまり理解されない現状を知りました。

私自身、自分や部員の研究に対して「そんなことをして何の役に立

つの？」と聞かれ、ひどく悲しい思いをしたことが何度もあります。

多くの科学者、ましてやノーベル賞受賞者でさえ、そのような風潮

から研究費用や設備をそろえるのに苦労するとおっしゃっていまし

た。そのような中、浜松ホトニクスでは、たとえ需要がそこまでな

くとも研究者の要求に応え、研究設備の技術開発をしていると聞き

ました。浜松ホトニクスのような会社のおかげで今日の高度な研究

を進めることができるのだと改めて感じ、プロの研究者でもないただの高校生の立場ではあり



ますが、本当にありがたいと思います。また、研究設備やオフィスを見学し、全体を通して感

じたのは女性が多いということです。日本の多くの企業ではいまだ女性が働きにくい雰囲気が

残っていると思います。しかし、浜松ホトニクスではそのような雰囲気は全く感じませんでし

た。実際にそこで働く女性社員に話を伺ったところ、彼女は「日本の企業の雰囲気が変わって

いこうとするのを見れて私は嬉しい」とおっしゃっていました。浜松ホトニクスの様子を見て、

確かに変わりつつあることを実感しました。今回の研修で、利益の追求のみではなく人々を支

えるために、職場での男女差別を乗り越えて生き生きと働く社員のみなさんの姿を見て、私も

将来こういう風に働きたいと強く思いました。私だけでなく、ほかの研修生もそうだと思いま

す。このような素晴らしい研修を支えてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございま

した。 

 

研究発表で学んだこと HU 
 

 今回の研修の大きな目的の一つである研究発表はウェストミンスター校で過ごす最後の日に

行われた。午前中の授業の合間に私はバディとプレゼンの練習をし、午後の研究発表に備えた。

午前の授業が終わり、研究発表の準備を始める。ウェストミンスター校が用意していたポス

ターボードを組み立てようと箱を開けたところ、なんと部品の大きさや数がばらばらだったの

である。日本では発注した物と違う物が届くことは滅多になく、たとえあったとしても発表の

前日に仮組やリハーサルを行うことが多いため、そのようなトラブルに遭うことはまず無い。

私達は文化の違いに戸惑いながらもなんとか発表直前に準備を終えることができた。そしてい

よいよ研究発表が始まった。まずは口頭発表である。ウェストミンスター校、ハリスウェスト

ミンスター校、そして明和高校の生徒が交互に研究発表を行った。イギリスの高校の発表内容

は「太陽黒点について」「非ステロイド系抗炎症薬」「星の誕生と消滅」「ラズベリーパイを使

用した ISS 搭載用実験機器の作製」で主に物理や化学、地学分野中心の発表だった。イギリス

の生徒は目線や表情、ジェスチャーをうまく使いながら聴衆の興味を引いていた。研究内容だ

けでなく、プレゼンの仕方についても学ぶべきところが多くあると感じた。日本の発表会では

相手に伝えるということよりも、台本通りに完璧に話すということを意識してしまっている人

も多く、私もまだまだプレゼンの技術が足りないと感じている。相手の反応を見ながら自分の

プレゼンをするというのはなかなか難しい。時間という制約がある中でいかにコンパクトに分

かりやすく伝えるかが重要となる。たとえどんなに素晴らしい研究成果を上げたとしても、そ

れをうまく伝えられなければ評価されない。成果発表も研究の一部なのである。それでもこの

日の明和生はいつもとは違う。研修への参加が決まってから様々な時間を犠牲にしてこの発表

会に備えてきた。一週間英語漬けの日々を送り、多少戸惑いながらもここまでやり切ったとい

う自信があった。一年生の二人は予想外の反応やトラブルがあったにも関わらず、現地の生徒

に負けないくらいの素晴らしい発表を行った。私達二年生二人もあまり英語は得意な方ではな

いが、何度も練習を積み重ね、大きなミスもなく発表を終えることができた。しかし、時間の

関係で質疑応答が無いと聞いたときに少しほっとしてしまった自分が居たのも事実である。ま

だこのような気持ちをもってしまうという事は、自分の英語力に完全な自信をつけられていな

いという事である。実は昨年の英語の発表会の質疑応答で一度失敗をしており、その時の感覚

が残っていたのかもしれない。これは今後の課題として意識していくつもりだ。そんな事を思

いながら口頭発表を終え、ポスター発表に移る。積極的に交流をしなければ成果は得られない

と思い、私はまず先ほどの「太陽黒点について」の研究で疑問に思った所があったので、発表

生徒の所に行き質問をした。今年の一月の初めに全く黒点が観測されない時期があったという

話を私は聞いていたので、太陽の活動と黒点の数の周期的な変化について、彼らとディスカッ

ションをすることができた。その後も自分の研究に興味を示している生徒に声をかけ、先ほど

出来なかった質疑応答やディスカッションをすることができた。他の明和の生徒も自ら他校の

生徒に声をかけ、研究内容の説明をしているところを見て、この研修の成果は大きいと感じた。

もちろんまだまだ改善しなくてはいけないところもあるが、今回の研修はこれからの将来に向

けて大きな意味のある経験だったと思う。この感覚を忘れないようにして、次の機会に生かせ

るように頑張りたい。 

 

 



４ 評価アンケート結果    

 

Ⅰ：選択式（主観的調査） 

 ［①強くそう思う ②そう思う ③どちらとも言えない ④あまりそう思わない ⑤全くそう思わない］ 

（１）研修に行く前の準備は十分できていた。             [ ① ② ③ ④ ⑤ ] 

（２）研修に参加して英語によるコミュニケーション力が高まった。   [ ① ② ③ ④ ⑤ ] 

（３）研究発表交流をすることで，既存の知識を用いて問題を解決する方法に気付いた。 

                                 [ ① ② ③ ④ ⑤ ]  

（４）国際的な問題に取り組む意欲が湧いた。                     [ ① ② ③ ④ ⑤ ]                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ：記述式（客観的評価） ＊抜粋 

（１）研修前に期待していたことはどんなことですか。 

 

 

・自分の英語がどれだけ通用するかを知ることができること。 
・海外の文化に触れることによって、日本の文化との違いを肌で感じることができること。 
・アメリカにしか行ったことがなかったので、長く世界をリードしてきたイギリスへ行くことによっ
てアメリカとイギリスの違いを学べること。 

・海外の授業に参加することによって、日本との教育の違いを知ることができること。 
・大学では海外留学をしたいし、将来も外国で働いてみたいと思っているので、海外で生活するうえ
で必要なことを知ることができること。 

・UCL や浜松ホトニクスで、文系ということもあり今まで関われていなかった科学を目で見ることが
できること。 

 以前海外に行った時も、現地の人と会話をして自信を得ることができたので、今回も海外に行き、
その現地の人と会話をすることで自分の英語に対して自信をもてるようになって、英語力、コミュニ
ケーション力の向上を図りたいです。また、英語を用いて話すときに間違うことを気にして積極的に
話せないことがあるので、ミスよりも自分の言いたいことを伝えられるように積極的にコミュニケー
ションできるようにもなりたいです。ほかにも、大英博物館や、ロンドン自然史博物館を訪れること
で、今まで学校で習った内容（特に世界史の資料集でロゼッタストーンやウルのスタンダードを見
て）とつなげ、その学習を単なる暗記ではなく、より深い理解ができるようになりたいです。また、
海外の文化を経験し、日本の良さや変えた方が良いところを体感して、これからの生活に生かしてい
きたいです。ホームステイも今回経験させていただけるということで、イギリスの生活や文化をじか
に感じられると思うので、日本との違いを実感したいです。自分の視野を広げて、自分にはないもの
の見方や考え方を身につけたいです。 



（２）自分にとって，研修で得られたことはどのようなことですか。具体的に記述してください。 

 

 

（３）これを機会に，さらに高めたいと思う能力は何ですか，自由に記述しなさい。 

  

 現地の人と英語で会話できたことによって、イギリスに行く前よりも英語を聞き取る力が上がった
と思うし、会話できるんだという自信も得られました。また、自分の英語力を知るきっかけにもなっ
たと思うし、もっと聞き取れるようになってスムーズに会話できるようになるためにより英語を勉強
しようとも思いました。博物館を訪れて、自分の知識と実際のたくさんの展示を自分の中でつなげら
れたと思うし、学校の先生に聞いたりしたことを実際の展示を見て確認することもできて、しっかり
記憶に残ったと思います。大英博物館の中国のエリアでは書道の作品も見ることができて、これから
の作品作りに何か少しでも生かせたらな、とも思える研修になりました。UCL を訪問させていただい
て、日本人の内向き志向などいろいろな日本にいては気付けないだろうことも気づかせてくださっ
て、日本が変えなければいけないところを痛感したし、イギリスの現地企業も訪れることができて、
海外で働くことについてや、その大変さ、やりがいなどを知ることもできました。ウエストミンス
ター校の生徒は、疑問をもったらすぐに質問し、勉強に対して熱心だと感じたので、自分も頑張らな
いと、と思ったし、疑問をそのままにしないという姿勢の大切さも学べました。 

 研修を通して、一番強く感じたのは「世界は広い」ということです。自分は積極的に海外のニュー
スを見たりして、世界を意識していたつもりでしたが、「百聞は一見に如かず」と言われるとおり、
日本の狭さ、世界のレベルの高さを肌で感じ、海外へ出たいという自分の夢をさらに強めることがで
きました。それをとりわけ強く感じたのは、UCL での大沼教授のお話を伺ったときとウェストミンス
ター校に通った 4 日間です。大沼教授からは最近の日本人が内向き志向であることや、海外に出るこ
とのメリットなどをたくさん伺いました。また、ウェストミンスター校の授業に参加して、現地の生
徒の積極性に刺激を受けました。教育制度の違いも大きいですが、彼らは自分が何を学びたいのかが
はっきりとしていて、世界の高校生の意識の高さを感じることができ、彼らに負けないように自分た
ちも頑張らなければならないと強く思いました。さらに、事前研修で練習した甲斐もあり、積極的に
質問することができるようになりました。研究発表では入念な準備の成果を発揮することができ、英
語で表現することや質問に答える自信をつけることができました。人間として大きく成長することが
できた英国研修でした。 

 この研修で一番強く感じたことは、英語力をもっともっと高めたいということでした。今回、バ
ディーと多くの時間を過ごす中で、何度も聞き返してしまったり、内容が理解できないまま、あいま
いに返事をしたりしてしまうことがあったので、まずは現地の人ともっといろんな内容を会話できる
ように、リスニング力、語彙力を高めたいです。また、現地の人に、海外の人に日本のことを紹介で
きるようにもなりたいので、日本のことについてもより知っていけるようにしたいです。海外の人と
だけでなく自分の周りの人とも積極的に自分からコミュニケーションをとれるようにしたいです。能
力というわけじゃないかもしれないけど、どんな小さなことでも疑問をもったら疑問のままにしてお
かないという習慣もつけていきたいです。また、ウェストミンスター校の生徒は自分のやりたいこと
にまっすぐ向かっていく感じがしたので、自分がしたいことに自信を持って行動できるようにもした
いです。博物館を訪れるにしても、事前の知識があるのとないのでは全然違うと思ったので、自分の
興味のあることはもちろん、ない分野に関しても知識を増やして詳しくなるといいのかな、と思いま
した。 

日本の中では英語ができるほうであったとしても、授業での先生の話や現地人どうしの会話をすべて
聞き取ることは難しく、まだまだ自分の英語力は足りないと感じました。世界の共通言語は英語であ
り、英語が話せることは当然になってくるので、全力で英語を勉強していかなければいけないと思い
ました。 
将来、海外で働くためにも、現在の第一志望校に何としてでも入り、海外に留学したいです。そのた
めにも、この一年はこの英国研修のことを思い出して、受験勉強に励みたいです。 
ウェストミンスター校で、大学でも勉強したいと思っている経済の授業にも参加し、興味を深めるこ
とができたので、大学、そして将来に向けて経済を学んでいきたいと思います。 
また、今回の研修を通して、ある話題に対して疑う力や相手に積極的に質問する力がついたと感じる
ので、今後、まずは高校の授業などにおいて、積極的に自分から意見を発し、質問をしていきたいと
思います。 


