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歴史のある国際的英語教育機関です。

2週間にわたり、英語音声の講義と訓練を行います。

毎年、世界中から、数多くの学生・教員が参加します。

クラスは少人数で、レべル別に編成されます。

講師は、英語音声学の専門家で、英国を代表する大学教員です。

参加者は、大学の近辺にある、大学直属の学生寮に滞在します。

場所は、ロンドン中心部にあり、観光・芸術鑑賞・ショッピングにも最適です。

帰国後、手続きをすれば、専門科目として認定されます。

英語教育・イギリス英語・英国文化に関心のある学生の皆さんの参加を募ります。
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（食事・寮生活一般）
放課後

の
過ごし方

週 末
の

過ごし方

セミナー（講義・演習）についての感想

Coll eg e Hall

滞在中、特に印象に残った事

３年B組　加藤 春

　講義の後で行われるイヤート
レーニングでは、あいまい母音
を主に指導されたのですが、私
はなかなか思うように発音出来
ませんでした。そのときに先生
から「腹を殴られたときに出る
一発目の声だよ」と言われ、こ
れが意外と効果的で、このアド
バイスのおかげで発音出来る
ようになりました。

　寮生活は初めての経験で、洗濯から食事まで全て自分
の事は自分でやらなくてはならなかったので大変な思い
もしましたが、部屋は結構広く、リラックスして過ごすこと
が出来ました。フロントの方にも親切にしていただき、困っ
たときは助けていただいたり、おすすめの場所や地下鉄
のことも教えていただきました。また、寮で毎朝出てくる
パンが美味しくて、毎日違う種類のパンを選べるのが私
の楽しみでした。大学帰りに買うフィッシュアンドチップス
は量は多いですが、美味しくてお勧めです。

　ミュージカルやオーケスト
ラを堪能でき、充実した贅沢
な放課後を過ごせました。ど
ちらも初体験だったのです

が、迫力と美しさに心から感動しました。ミュー
ジカルは野外で行われましたが、天気にも恵
まれ、ついうっとりしてしまいました。

　ロンドンにはたくさんの有
名な観光地があったので、出
来るだけ足を運びました。入
場無料の博物館もあり、何度

も見て回ることが出来て楽しかったです。
ショッピングも楽しみの一つでロンドンでしか
買えない物を買ったり、商品を見ているだけ
でも満足感を味わえました。

　中学から学んできた英語学習ではアメリカ英語に触れる機会が多かっ
たので、イギリス英語では簡単な英語ほど聞き取るのに苦労しました。講
義や演習の難易度は高く、理解するまでに時間がかかりましたが、高橋
豊美先生の予習のおかげで何とか遅れることなくつい
ていくことができ、重要用語も覚えることが出来ました。
一番興味深かったのはイントネーションの講義で、イン
トネーションを使い分けることで相手に与える印象が変
化するということでした。これからは学んだことを生か
してイントネーションの使い分けを実践していきたいと
思います。

Photograph
Collection

寮・食事
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（食事・寮生活一般）
放課後

の
過ごし方

週 末
の

過ごし方

セミナー（講義・演習）についての感想

Coll eg e Hall

　滞在中に思ったことは、自分の英語力不足でした。道で何
かを聞かれても答えられない、大学の講義で先生たちが面白
いことを言っても笑えない。それは人としてどうなのかと思いま
した。また、アラジンのミュージカルを観にいきましたが、台詞
がわからず、結局衣装や人物、音楽などを頼りに読み取ること
しかできない自分がいました。今回が私にとって初めての海外
で、そのことに気付けたことは自分にとってよかったことでもあ
り、悪いことでもあったと思います。次回もしまた自分が海外
に行くなら、日本でもう少し英語の知識を増やしてから行きた
いと思いますし、今度は現地の人のように道で尋ねられたら
答える、また困っている人がいたら助けるなど積極的に行動で
きる人になりたいと思いました。

　食事は脂っこいものが多いので、果物をいつも食べていました。
また、お昼ご飯用にタッパを用意して食べきれない分を入れました。
　寮の生活は、シャワーと洗濯が大変でした。シャワーは日本と
違い立って浴びるので、最初は慣れるのに大変でした。また洗濯
は現金も使えますが、お札が使えないためカードでやりました。
そのカードも、５ポンドまでしか入れられないので、洗濯するたび
にクレジットカードの暗証番号を登録するのが面倒でした笑

　放課後は、１５時か
らの講義に出なけれ
ば高橋先生の予習ま
で６時間あります。私

は、Oxford streetやChina Townま
で歩いたり、寮は夕飯が出ないので、
夕飯の買い物をしました。

　大英博物館を２日
に分けて行ったり、
ビッグベンが好きで
写真を撮りに行った

り、趣味のショッピングをして楽しみ
ました。West Fieldという大きなショッ
ピングモールは地下鉄で２０分くらい
のところにあるので、ファッションが
好きな人にお勧めします！好き過ぎ
て、２回行きました笑

　音声学の講義は、大学の先生方がすべて英語で行い、内容も日本で
は教わらないことばかりで、難しいものでした。講義の前日の夜に高橋先
生の予習があり、予習でやったところが講義で話題になると少しついてい
けるレベルでした。
　演習は、発音練習、アクセント練習、Earトレーニングです。発音練習
は大妻の課外英語に近い感じでした。アクセント練習は日本ではやらな
いもので、アクセントのある単語を目立たせて話す練習でした。特に私の
ためになったEarトレーニングは、講師のミラー先生がゆっくり発音してく
ださるので、とてもわかりやすく、違いがわからなければ何度もやってくだ
さいました。

３年Ａ組　秦 知栄美

滞在中、特に印象に残った事

（食事・寮生活一般）
放課後

の
過ごし方

週 末
の

過ごし方

セミナー（講義・演習）についての感想

Coll eg e Hall

滞在中、特に印象に残った事
　雨がほとんど降らなかったこと。以前ロンドンに
行った人に聞いてまず言われるのが天気だったため、
覚悟をして行ったところほとんど雨に降られなかっ
た。毎日ほぼ晴れで、ようやく雨が降った時に先生に
“This is British weather!”と言
われた。寒かった時用に持って
きたセーターやトレンチコートを
着る機会はなかったが、観光に
は素晴らしい天気だった。

　夕食はレンジで温める系の食べ物を買ったが、味が濃
くて微妙なものと味が薄くてつらいものが多かった。朝食
は脂っこいものが多く、野菜がトマトとマッシュルームの
みで「朝から胃もたれしそうだな」と思った。整腸剤を持っ
て行って正解だった。しかし、レストランの食事と、高橋
先生に教えていただいたフィッシュアンドチップスの店、
サンドイッチは美味しかった。また、アフタヌーンティーを
気軽にできる店に行き、友人と雰囲気を味わうことがで
きた。自分の部屋は広く、水回りの設備も壊れることがな
く快適に過ごせた。ただ、ベッドメイクをされるということ
を知らず、初めてされたのが帰る二日前だった。

　洗濯をした一日を除き、放
課後に出かけなかった日はな
かった。地下鉄とバスを駆使
し、ロンドン中心部の観光地

はかなりの数を回った。アビーロードに行って
みたが車の通行量が多く、写真が上手く取れ
なかったため、またチャレンジしに行きたいと
思っている。また、UCLのイベントにも多く参
加し、その中でもミュージカルが特に印象に
残った。Jesus Christ Superstar を観 劇し、
ミュージカル本場の力に圧倒された。

　ケンブリッジに行ったのが
特に印象に残っている。他大
学の友人がケンブリッジ大学
に短期留学をしており、彼女

に会いにロンドンから一人で電車に乗ってケン
ブリッジへ行った。日本の電車とは異なり、乗
る少し前にしかどこのホームから列車が発車
するのかわからず、緊張しながらキングスク
ロス駅で電光掲示板を見ていた。一時間ほど
でケンブリッジに着き、ロンドンとはまた違っ
たイギリスの街を観光することができた。他
にも、アーセナルのエミレーツスタジアムの見
学にも行った。スタジアムツアーができて、日
本語の音声ガイドを聞くこともできた。

　高橋先生の補講の後に、次の日の講義の部分を読み内容の確認をし
ていた。講義で最も興味を引かれたのは、イントネーションについてだっ
た。イントネーションについて学べたことは、これから英語で会話をする
際にとても役立つと感じた。演習では、今まで習ってきたアメリカ英語の
発音をイギリス英語に直されるだけでなく、イギリスで使われている単語
に直されることも多かった。自己紹介
の際、本屋でアルバイトをしていると
言い、本屋を”book store”と言った
ところ“book shop”の方がイギリス的
だ、と教えてもらったことが印象深い。

3年Ｂ組　永江桃子

10



（食事・寮生活一般）
放課後

の
過ごし方

週 末
の

過ごし方

セミナー（講義・演習）についての感想

Coll eg e Hall

　滞在中に思ったことは、自分の英語力不足でした。道で何
かを聞かれても答えられない、大学の講義で先生たちが面白
いことを言っても笑えない。それは人としてどうなのかと思いま
した。また、アラジンのミュージカルを観にいきましたが、台詞
がわからず、結局衣装や人物、音楽などを頼りに読み取ること
しかできない自分がいました。今回が私にとって初めての海外
で、そのことに気付けたことは自分にとってよかったことでもあ
り、悪いことでもあったと思います。次回もしまた自分が海外
に行くなら、日本でもう少し英語の知識を増やしてから行きた
いと思いますし、今度は現地の人のように道で尋ねられたら
答える、また困っている人がいたら助けるなど積極的に行動で
きる人になりたいと思いました。

　食事は脂っこいものが多いので、果物をいつも食べていました。
また、お昼ご飯用にタッパを用意して食べきれない分を入れました。
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は現金も使えますが、お札が使えないためカードでやりました。
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く快適に過ごせた。ただ、ベッドメイクをされるということ
を知らず、初めてされたのが帰る二日前だった。

　洗濯をした一日を除き、放
課後に出かけなかった日はな
かった。地下鉄とバスを駆使
し、ロンドン中心部の観光地

はかなりの数を回った。アビーロードに行って
みたが車の通行量が多く、写真が上手く取れ
なかったため、またチャレンジしに行きたいと
思っている。また、UCLのイベントにも多く参
加し、その中でもミュージカルが特に印象に
残った。Jesus Christ Superstar を観 劇し、
ミュージカル本場の力に圧倒された。

　ケンブリッジに行ったのが
特に印象に残っている。他大
学の友人がケンブリッジ大学
に短期留学をしており、彼女

に会いにロンドンから一人で電車に乗ってケン
ブリッジへ行った。日本の電車とは異なり、乗
る少し前にしかどこのホームから列車が発車
するのかわからず、緊張しながらキングスク
ロス駅で電光掲示板を見ていた。一時間ほど
でケンブリッジに着き、ロンドンとはまた違っ
たイギリスの街を観光することができた。他
にも、アーセナルのエミレーツスタジアムの見
学にも行った。スタジアムツアーができて、日
本語の音声ガイドを聞くこともできた。

　高橋先生の補講の後に、次の日の講義の部分を読み内容の確認をし
ていた。講義で最も興味を引かれたのは、イントネーションについてだっ
た。イントネーションについて学べたことは、これから英語で会話をする
際にとても役立つと感じた。演習では、今まで習ってきたアメリカ英語の
発音をイギリス英語に直されるだけでなく、イギリスで使われている単語
に直されることも多かった。自己紹介
の際、本屋でアルバイトをしていると
言い、本屋を”book store”と言った
ところ“book shop”の方がイギリス的
だ、と教えてもらったことが印象深い。

3年Ｂ組　永江桃子
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　駅の階段で女性の方が重そうな荷物を持っていた時、通りす
がった男性が代わりに荷物を持ってあげている光景を何度も見
かけました。日本ではなかなか見られない光景だったので一番
印象に残っています。レストランでは、Hi, ladies！Where are 
you from? と声をかけられたりしました。海外の人たちは積極
的にコミュニケーションをとろうとする姿勢が印象的でした。お
店の従業員同士で楽しそうにお話をしていたり、鼻歌を歌いな
がら作業していたりなど、日本では見られない場面に遭遇しまし
た。面白かったと同時に、日本の接客サービスの素晴らしさを
実感しました。スーパーなどのほとんどのお店で必ずと言ってい
いほど紙袋が必要か聞かれます。お店によっては有料なのでエ
コバッグを持っていけばよかったと思いました。イギリスは並ぶ
時の列を‘line’ではなく ‘queue’(キュー)と言い、お店やトイレな
ど様々な場面で ‘Are you in the queue?’と聞かれます。アメリ
カ英語では使われないので、これもまた印象深いです。

２年A組  高橋陽香

（食事・寮生活一般）

　セキュリティーはしっかりしており、部屋も一人で過ごすには十
分な広さで、無線LANもあり快適に過ごすことができました。た
だエアコンがないので朝は肌寒かったです。朝ご飯は寮の食堂
で、お昼ご飯は朝に食堂で作ったサンドイッチ、夜ご飯はスーパー
で買ったサラダやパンを食べていました。夜に予習のない日は、
高橋先生おすすめのレストランでフィッシュアンドチップスを食
べたりもしました。料理の味は全体的に薄いか濃いかの両極端
だったと感じました。日本食屋さんもありましたが、あまり美味しく
ないです。寮には共用の湯沸かし器と電子レンジがあるので、日
本からインスタント食品を持っていくことをお勧めします。

　夜の予習があるため、遠くまで
は行けないので近場でお買い物
をしたり、綺麗な街を散策したり
しました。ロンドンは東京の都心
部と同じように交通網が発達して

いるため、地下鉄やバスを使えばより行動範囲が
広がり、少ない時間でもたっぷり自由時間を楽し
むことができます。世界遺産など多くの観光スポッ
トがロンドンに集まっているので、予定をしっかり立
てておけば充実した放課後を過ごせます。また、
寮のすぐ近くには大英博物館がありますが、一日
では絶対に回り切れな
いので何回かに分けて
行くといいです。入館料
は無料なので気軽に行
けます。

　一日中時間が自由なのでナショ
ナルレールという高速鉄道を利用
し遠い場所へ行きました。土曜日
はシェイクスピアの生家がある、
ストラットフォード・アポン・エイボ

ンへ。シェイクスピアのミュージアムや実際に彼が
暮らしていた家を見学しました。日曜日はハリー
ポッターのロケ地であるクライストチャーチがある、
オックスフォードへ。とても天井が高くて、映画で見
た光景が目の前に広がっていて感動しました。ナショ
ナルレールのチケットの買い方が分からず、あたふ
たしてしまいましたが、近くの人に聞けばすぐに教え
てくれます。英会話の練習にもなるので、自分から
積極的に話しかけるといいです。

放課後
の

過ごし方

週 末
の

過ごし方

セミナー（講義・演習）についての感想
　講義はもちろんすべて英語で進められました。一年生の時の音声学の授業で取
り扱った内容を含め、発展した内容も学びます。全体の内容をすべて理解するこ
とは難しかったですが、最初はこんなことを言っているのかなと考えながら受講し
ていました。高橋先生の予習のサポートもあり、次第に先生が言っていることが大
体理解できるようになりました。それが自分の自信になり、最終的には講義を聴き
ながらメモを取れるようにもなりました。講義は
ジョークを交えたものだったり、みんなで実際
に声を出したりなど参加型の講義もありました。
私は一年生の時はアメリカ英語の音声学を学ん
でいたので、イギリス英語との違いを比較しな
がら学べたのでとても興味深いものでした。

Coll eg e Hall

滞在中、特に印象に残った事

（食事・寮生活一般）
放課後

の
過ごし方

週 末
の

過ごし方

セミナー（講義・演習）についての感想

Coll eg e Hall

２年A組　吉原晶子

　私が一番印象に残ったことは、町の人がとても親
切だったことです。オックスフォードに行った時は迷
子になって１時間くらい歩き回ったのですが、もう聞く
しかないって思い道を聞くと場所がすぐ分かり、さら
にとても親切に地図を出して教えて頂けました。
　他にも、駅のチケットを買う時に駅員さんがおらず、
戸惑っていた時に一般の方に買い方を教えて頂けま
した。
　共通したことは親切にしてくれた人達全員が嫌な
顔をせずに教えて頂いたことです。とても暖かい町だ
なと思いました。もう一つは、地下鉄で移動している
時日本と違い、スマホをいじっている人が少なく、本
を読んでいる人が多かったことが印象に残りました。

　寮の部屋は一人には十分な広さでした。机も大きく勉
強をするのにとてもいい広さでした。また別の部屋に誰で
もお風呂に入れる部屋もあったので、日本人にとってはと
てもいい設備だなと思いました。
　食事は朝食のみでしたが、とても種類が豊富でした。
ただ野菜がなかったので食べたいと思ったら自分で買っ
て食べる必要がありました。

　放課後は夜の９時に予習が
あるので遠出は出来ません
が、学校と寮がロンドンの中
心地でしたので行く場所が沢

山ありました。
　私は、寮から徒歩ですぐの有名な大英博
物館に行ったり、ハリーポッターで有名な駅の
キングスクロス駅へ行ったりしました。こちら
も電車でも徒歩でも行けます。そのほかには、
スーパーなどに行ってお買い物をしたりしました。

　週末は放課後では行けな
かった少し都心から離れた場
所に行きました。
　一つ目はシェイクスピアの

故郷のストラトフォードアポンエイボンという
場所に行きました。ここへは約２時間ほどで行
きました。英文科の生徒からすると、とても興
奮しました。
　二ヶ所目は、オックスフォード大学のクリス
トチャーチに行きました。ここはハリーポッ
ターのモデルとなった場所で、あの有名な食
堂がありました。
　週末は１日時間があったので、ロンドンから
少し離れた観光地を回ることができました。

　講義は教授の話すスピードがとても速く、独特なイギリス英語の上、講
義の内容を理解しながら受けるのは最初はとても大変でしたが、高橋先
生が毎晩次の日の講義の予習を日本語でしっかり教えてくださったおか
げで、頭が混乱することなく理解しながら次の日の講義を受けることが出
来ました。
　演習は少人数で一人一人の発音
をしっかりみてもらい、きれいなイギ
リス英語を基礎からしっかり教えて
頂けました。

滞在中、特に印象に残った事

12



　駅の階段で女性の方が重そうな荷物を持っていた時、通りす
がった男性が代わりに荷物を持ってあげている光景を何度も見
かけました。日本ではなかなか見られない光景だったので一番
印象に残っています。レストランでは、Hi, ladies！Where are 
you from? と声をかけられたりしました。海外の人たちは積極
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がら作業していたりなど、日本では見られない場面に遭遇しまし
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実感しました。スーパーなどのほとんどのお店で必ずと言ってい
いほど紙袋が必要か聞かれます。お店によっては有料なのでエ
コバッグを持っていけばよかったと思いました。イギリスは並ぶ
時の列を‘line’ではなく ‘queue’(キュー)と言い、お店やトイレな
ど様々な場面で ‘Are you in the queue?’と聞かれます。アメリ
カ英語では使われないので、これもまた印象深いです。

２年A組  高橋陽香

（食事・寮生活一般）

　セキュリティーはしっかりしており、部屋も一人で過ごすには十
分な広さで、無線LANもあり快適に過ごすことができました。た
だエアコンがないので朝は肌寒かったです。朝ご飯は寮の食堂
で、お昼ご飯は朝に食堂で作ったサンドイッチ、夜ご飯はスーパー
で買ったサラダやパンを食べていました。夜に予習のない日は、
高橋先生おすすめのレストランでフィッシュアンドチップスを食
べたりもしました。料理の味は全体的に薄いか濃いかの両極端
だったと感じました。日本食屋さんもありましたが、あまり美味しく
ないです。寮には共用の湯沸かし器と電子レンジがあるので、日
本からインスタント食品を持っていくことをお勧めします。

　夜の予習があるため、遠くまで
は行けないので近場でお買い物
をしたり、綺麗な街を散策したり
しました。ロンドンは東京の都心
部と同じように交通網が発達して

いるため、地下鉄やバスを使えばより行動範囲が
広がり、少ない時間でもたっぷり自由時間を楽し
むことができます。世界遺産など多くの観光スポッ
トがロンドンに集まっているので、予定をしっかり立
てておけば充実した放課後を過ごせます。また、
寮のすぐ近くには大英博物館がありますが、一日
では絶対に回り切れな
いので何回かに分けて
行くといいです。入館料
は無料なので気軽に行
けます。

　一日中時間が自由なのでナショ
ナルレールという高速鉄道を利用
し遠い場所へ行きました。土曜日
はシェイクスピアの生家がある、
ストラットフォード・アポン・エイボ

ンへ。シェイクスピアのミュージアムや実際に彼が
暮らしていた家を見学しました。日曜日はハリー
ポッターのロケ地であるクライストチャーチがある、
オックスフォードへ。とても天井が高くて、映画で見
た光景が目の前に広がっていて感動しました。ナショ
ナルレールのチケットの買い方が分からず、あたふ
たしてしまいましたが、近くの人に聞けばすぐに教え
てくれます。英会話の練習にもなるので、自分から
積極的に話しかけるといいです。

放課後
の
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セミナー（講義・演習）についての感想
　講義はもちろんすべて英語で進められました。一年生の時の音声学の授業で取
り扱った内容を含め、発展した内容も学びます。全体の内容をすべて理解するこ
とは難しかったですが、最初はこんなことを言っているのかなと考えながら受講し
ていました。高橋先生の予習のサポートもあり、次第に先生が言っていることが大
体理解できるようになりました。それが自分の自信になり、最終的には講義を聴き
ながらメモを取れるようにもなりました。講義は
ジョークを交えたものだったり、みんなで実際
に声を出したりなど参加型の講義もありました。
私は一年生の時はアメリカ英語の音声学を学ん
でいたので、イギリス英語との違いを比較しな
がら学べたのでとても興味深いものでした。
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滞在中、特に印象に残った事

（食事・寮生活一般）
放課後

の
過ごし方

週 末
の

過ごし方

セミナー（講義・演習）についての感想

Coll eg e Hall

２年A組　吉原晶子

　私が一番印象に残ったことは、町の人がとても親
切だったことです。オックスフォードに行った時は迷
子になって１時間くらい歩き回ったのですが、もう聞く
しかないって思い道を聞くと場所がすぐ分かり、さら
にとても親切に地図を出して教えて頂けました。
　他にも、駅のチケットを買う時に駅員さんがおらず、
戸惑っていた時に一般の方に買い方を教えて頂けま
した。
　共通したことは親切にしてくれた人達全員が嫌な
顔をせずに教えて頂いたことです。とても暖かい町だ
なと思いました。もう一つは、地下鉄で移動している
時日本と違い、スマホをいじっている人が少なく、本
を読んでいる人が多かったことが印象に残りました。

　寮の部屋は一人には十分な広さでした。机も大きく勉
強をするのにとてもいい広さでした。また別の部屋に誰で
もお風呂に入れる部屋もあったので、日本人にとってはと
てもいい設備だなと思いました。
　食事は朝食のみでしたが、とても種類が豊富でした。
ただ野菜がなかったので食べたいと思ったら自分で買っ
て食べる必要がありました。

　放課後は夜の９時に予習が
あるので遠出は出来ません
が、学校と寮がロンドンの中
心地でしたので行く場所が沢

山ありました。
　私は、寮から徒歩ですぐの有名な大英博
物館に行ったり、ハリーポッターで有名な駅の
キングスクロス駅へ行ったりしました。こちら
も電車でも徒歩でも行けます。そのほかには、
スーパーなどに行ってお買い物をしたりしました。

　週末は放課後では行けな
かった少し都心から離れた場
所に行きました。
　一つ目はシェイクスピアの

故郷のストラトフォードアポンエイボンという
場所に行きました。ここへは約２時間ほどで行
きました。英文科の生徒からすると、とても興
奮しました。
　二ヶ所目は、オックスフォード大学のクリス
トチャーチに行きました。ここはハリーポッ
ターのモデルとなった場所で、あの有名な食
堂がありました。
　週末は１日時間があったので、ロンドンから
少し離れた観光地を回ることができました。

　講義は教授の話すスピードがとても速く、独特なイギリス英語の上、講
義の内容を理解しながら受けるのは最初はとても大変でしたが、高橋先
生が毎晩次の日の講義の予習を日本語でしっかり教えてくださったおか
げで、頭が混乱することなく理解しながら次の日の講義を受けることが出
来ました。
　演習は少人数で一人一人の発音
をしっかりみてもらい、きれいなイギ
リス英語を基礎からしっかり教えて
頂けました。

滞在中、特に印象に残った事
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放課後
の

過ごし方

週 末
の

過ごし方

セミナー（講義・演習）についての感想

（食事・寮生活一般）Coll eg e Hall

３年A組　津田和冴子

　特に印象的だったことは、人々の温かさ
です。私は日本でもバスに乗ることが苦手
なのですが、ロンドンではバスでの移動が
発達しているため避けることができません
でした。滞在期間中Wi－Fiのない中で道に
迷うことが何度もありました。また、携帯電
話の充電が切れてしまうなどアクシデント
が多かったのですが、たくさんの人が助け
てくれました。

　最初の2日ほどはすべて英語の授業に対す
る疲労からそのままベッドに…ということがあ
りましたが、それでは勿体ない！と3日目以降
放課後は授業が終わったら21時の予習の時
間まで観光、買い物を楽しみました。ロンド

ンの街はお城のような建物が多いのでいくら歩いても飽きま
せん！ 
　マダムタッソーロンドン、大英博物館、バッキンガム宮殿、グ
リーンパーク、シャーロックホームズ博物館など多くの観光地
を放課後に楽しむことができました。時間が中途半端に余っ
た時は、寮と大学の間にあるWaterstonesという有名な本屋
さんで本を読みました。三階まであり、たくさんの本があるの
でみているだけであっという間に時間が過ぎてしまいます。
　マダムタッソーロンドンは、英国のスターのマネキンがたくさ
んあります。ディズニーランドのようなちょっとしたアトラクショ
ンもあり、英国の歴史も楽しく学ぶことができました。
　大英博物館はとにかく広い！事前に見るべき５選などをネッ
トで調べてから行くのが良いと思います。寮から徒歩５分圏内
なので、何日かに分けていくのも良いと思いました。

　金曜日と土曜日は夜に予習がないので平日
に比べてのんびり観光を楽しめます。ロンド
ンアイからの夜景とビックベン、タワーブリッ
ジのライトアップは最高でした。夜でも人通り
が多いので一人でも安心でした。

　日曜日の朝早くに出発しオックスフォードストリートを真っ直
ぐ、ウィンドウショッピングを楽しみながらマーブルアーチ駅の
Hydeparkまで歩きました。休日ということもあり多くの人がピ
クニックを楽しんでいて家族連れでのんびり過ごしていました。

　一番の思い出は、シェイクスピアの
生まれた地、Stratford-upon-Avon
へ行ったことです。ロンドン市街から
は国鉄で片道2時間かかるため土曜
日の朝から出かけました。シェイクス
ピアの家だけでなく教会やマーケット
などもあり、市内とは全く違う町並み
を楽しむことができました。

　このセミナーは音声学を専門的に学んでいる人など海外の人々 が多く参加
するサマーコースであるため、講義の内容は想像以上に深いものでした。しか
し前日に高橋先生の予習時間があるので、英語で行われる講義自体に問題な
く理解することができます。音声学を理解する上で、「英語学（音声・音韻）」
(3・4年次選択科目)を受講してから参加すると「授業でやったあれのことだ！」
などと理解ができて楽しいと思います。

タワーブリッジの
ライトアップ

国鉄の窓からの景色
シェイクスピアの家の庭

滞在中、特に印象に残った事

　部屋は思っていたよりも広くて快適に過ごす
ことができました。個人の部屋にはシャワールー
ムがあり、共有のバスタブのあるバスルームが
各フロアにあります。寒い日が続いたので、湯
船に浸かることで体の芯から温まりゆっくり眠
ることができました。
　朝食は毎朝8時からでとても混雑するので10
分前に行っていたのですが、それでも大行列で
した。基本的なメニューは毎日変わらないので
すが、フルーツやパン、また飲み物は種類が豊
富なので飽きることなく過ごせました。朝食の
際にお昼用のサンドイッチなどを作ると食費が
浮くのでお勧めです。
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