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まえがき 
私は今年、前々から行きたかったイギリスに行ってきた。私と弟が小学生のころから通

っていた塾の英語講師が、「夏季英国研修プログラム」というものを紹介しているのを

母が知ったことがきっかけだ。夏休み前に母に、「せっかく受験も気にせず遊べる高 1
の夏休みなのだから留学でもしてみてはどうか」と提案され、私は大喜びで行きたいと

答えたのだった。 
 
 

一日目	 ８．１９．月曜日	 晴れ時々曇り 
ü 11:25 成田発 
ü 15:50 ヒースロー着 
ü セント・ジョージホテルへ	 (メドウェイ市チャタム) 
 
緊張の初日。一人で行く初めての長い旅行だということで母は大きなスーツケースを買

ってくれた。ホストファミリーに渡すニッポンの雰囲気漂うお土産も持たせてくれた。

サムライを模った面白いボールペンや、和服の布で作られたしおり、カップラーメン(赤
いきつねや緑のたぬき)、高尾山のお団子などを持って行った。 
朝の６時に家を出て、駅に向かう。１人では無理じゃない？と言う母に甘えて成田まで

連れて行ってもらった。町田駅から直行の成田空港行きバスに乗って、３時間かけて空

港へ。バスや電車の中では、不安と緊張と、家族と離れる寂しさが入り混じった気持ち

だった。 
 
成田に着くと、まえがきで書いた講師(秋吉先生)に電話をして合流した。なんと秋吉先
生、足の指を骨折していて、松葉杖はついていないものの、歩くのが大変そうだった。

そんな状態なのに、ありがとうございます…。 
その成田空港で円をポンドに両替して、母と別れてからも時間があったので喫茶店で一

息ついてから飛行機に乗り込んだ。 
ここからイギリスまで１２時間のフライト。こんなに長い間飛行機に乗っているのは初

めてで緊張していたけど「バージン・アトランティック」という航空会社の、赤で統一

されている綺麗な機内はサービスも充実していてとても快適だった。 
 
座席に座ると目の前に小さな画面があり、映画やゲームが楽しめる。そのほか用意され

ているものには、ボールペン、まくら、くつした、ハミガキ、耳栓、ヘッドフォン、ひ

ざかけ…思い出せるのはこれくらいだけれど、この設備の良さにかなり感動したのを覚

えている。 



搭乗・離陸したのはお昼ご飯前だったから、昼食と夕食を機内で食べた。メインを三種

類の中から選べた。機内食は美味しくないものと思っていたけど、予想以上に美味しく

てこれもまた驚いた。 
ちなみに、機内で観た映画は２つ。「ライフ・オブ・パイ」というトラと少年が漂流す

る話と、「エピック」という小人の世界に入ってしまう少女の冒険というような内容の

３Dアニメ映画。両方とても面白くて、それから少し寝たり日記を書いたりご飯を食べ
たりしていたら１２時間もの時間はすぐに経ってしまい、ヒースロー空港に着いた。 
 
飛行機を降りたらもうそこはイギリスで、あたりまえだけど何処に行っても聞こえる言

葉は英語ばかりで鳥肌が立った。「家族も友達もいないところで、今私は異国にいるん

だ。」そう感じると足がすくんだ。 
この時日本では真夜中の１時で、イギリスではまだ夕方の４時。９時間の時差があった

から、この日は一日が普段より９時間長いことになる。タイムスリップでもしているよ

うな、不思議な気分だった。 
長いフライトで疲れているし、この日は観光も勉強もせずにホテルに向かう。タクシー

のような車で向かったけれど、その運転手のおじさんもやっぱり英国人だ。 
先生と運転手さんは英語でおしゃべりをしていた。私は緊張していて何も話せず、ただ

その会話に一生懸命耳を傾けた。 
 

車内から見た風景 

 



夏のイギリスはすごく日が長い。昼のような明るさに見えても、時間は夕方を過ぎてい

た。 
タクシー内では、話せなくても会話を聞き取ることは出来たので、これから先も会話を

理解する事ならなんとかなりそうだと、少し安心した。「その子はあなたの娘ですか。」

「いいえ、私が先生でこの子は生徒なのよ」「何の先生ですか？」「英語の先生なの」と

いった様な会話。「彼女は緊張しているみたいね」と先生が言うと、「君はもっと積極的

に話すといいよ」と運転手さんに助言まで貰ったけれど、それでもまだ上手く返事がで

きずに、私は恥ずかしくてうつむいていた。今思い返してもそんな自分が恥ずかしい。

そんな車で数時間、私は綺麗な街並みを眺めていた。 
 

セント・ジョージホテルの外観 

 
 
ホテルに着いたら、夕食の席で櫛田先生と対面。表紙の写真に写っている小さいおばさ

んは秋吉先生ではなく櫛田先生で、下の名前は Yuki…私と同じ名前だから、滞在中何
度もその話題で Another Yukiと言われた覚えがある。日本人で、日本語の先生をして
いるらしい。秋吉先生とも仲が良さそうだった。二人とも笑顔が優しくて素敵な方だ。 
 



夕食は３人全員同じパスタ、大海老のアラビアータを頼んだ。大きなエビは食べるのが

難しくて、先生も手で食べていたから私も手でエビを食べた。とても美味しくて完食。

デザートは激甘チョコレートケーキと溶けかけた２つのバニラアイス…アイスは美味

しかったけど、チョコケーキは甘すぎて残してしまった。オレンジジュースはとても美

味しくて、ロイヤルミルクティーは絶品だった。やっぱりイギリスだから紅茶が美味し

いのかもしれない。 
夕食を食べながら、これからの予定や、ホストファミリーの話や、他の英国人スタッフ

の話をした。Bethan(ベッサン)というお姉さんがホストファミリーにいるだとか、スタ
ッフの一人も女の子でHannah(ハンナ)というお姉さん。二人共１０代で、若くて可愛
い子らしい。やっと楽しみになってきて、明日に期待しながら部屋に戻った。 
 

宿泊した部屋、４０７号室 

 
 
ベッドがふかふかで気持ち良く、窓から見える風景もとても綺麗だった。 
 
一つ難点をあげるとしたらシャワー室が狭いということくらい。湯船はそれ自体なくて

シャワーのみ、トイレと洗面台がその１部屋に集まっていた。 
 
 



 
狭くて大変だったシャワー 

 
 

シャワーを浴びたらもう夜の１１時になっていて、明日も忙しいということを考えて急

いで寝ることにした。明日は 8:15分に先生の部屋へ電話を掛けて 8:30に朝食を食べに
行く約束をしている。目覚ましを持ってきて良かったと安心しながら、7:30に目覚ま
しをセットして、眠りについた。おやすみなさい。 



 
夕方↑	 ホテルにて、部屋の窓から見える街並み	 ↓夜 

 
 



 
二日目	 ８．２０．火曜日	 快晴 

ü 10:00 ガイダンス	 (Chatham Grammar School for Boysにて) 
ü 11時～13時 英語研修	 (同上。以後、CGSB) 
ü 昼食・アダムス教会訪問等	 (ジリンガム、メイドストーン) 
ü ホストと対面	 (セント・ジョージホテル→ホームステイ先) 
 
朝起きて秋吉先生と待ち合わせ。朝食はイングリッシュブレックファースト。赤くてと

ろとろの豆は、ベイクドビーンズと言うんだそう。秋吉先生は「私はあまり好きじゃな

いのだけれど」と言っていたけど、私は結構好きだった。イギリスはご飯があまり美味

しくないイメージがあったので、毎回美味しいことに驚きながら幸せな気分で朝食を食

べ終えた。 
ホテルでの朝食 

 
ソーセージは固めでパサパサしていたけど肉厚でボリュームがあって、目玉焼きは黄身

がとろとろ、トマトもジューシー、ベーコンは味が濃いけど美味しくて、付いてきた食

パンは雑穀入りで、紅茶もやっぱり美味しい。今回の食事も、きれいに完食。お腹がい

っぱいになって、今日も一日頑張れそうだ。 
 



一旦部屋に戻って服や目覚まし時計やデジカメの充電器など出していた物たちをスー

ツケースにしまい直した。それでも、ホテルを出る予定の時間まで時間が余っていたか

ら、窓から外の風景を眺めて写真を撮ったり、教わったとおり１￡(ポンド)をベッド横
にチップとして置いたりした。チップと一緒に折り紙で鶴を折って置いていったのは我

ながらちょっとオシャレな発想だったな、なんて今でも思っている。 
二日目の空 

 

１￡と折り鶴 

 



ホテルを出て、櫛田先生と合流。三人でチャタムグラマースクールへ。 
そこにはMr. Green(デイビッド・グリーン先生)が待っていてくれて、英語の勉強をし
た。初日だったから実力を見ようとグリーン先生は私に英語のテストをした。難しかっ

たけど丁度いい難易度だったと思う。英検で言えば３～２級くらいの幅広いレベルの問

題だった。グリーン先生は笑顔が可愛くて縦も大きいけど横に大きい男の先生だった。

足が悪いみたいで歩くときには杖を付いていた。話していると楽しくて、２時間の英語

研修もあっという間に感じた。 
１１時から１３時の研修だったから、終えた頃にはお腹がすいていて、昼食を買いに秋

吉先生と櫛田先生と一緒に町へ。移動中の車の中で食べたサンドウィッチはいまいちだ

ったけど、これも残さず食べた。食欲旺盛なのはいい事だと褒められた。 
 
奥が櫛田先生、手前に秋吉先生	 	 	 	 	 	 	 昼食のサンドウィッチの店 

 
買ったサンドウィッチ(ツナ＆きゅうり)	 	 	 美味しいオレンジジュース 

 



次に、三人でアダムス教会へ向かった。 
アダムス教会は、ウィリアム・アダムス(江戸時代初期に徳川家康に外交顧問として仕
えたイギリス人航海士・水先案内人・貿易家。青い目のサムライとして有名で、日本名

は三浦 按針)と関係が深いらしい。今回の留学に携わってくれたスタッフは皆「ANJIN」
という会社の人で、三浦按針が名前の由来だそう。協会の人にお話を聞いていたけれど

もちろんその人も英国人で、全て英語。難しい歴史の話はよくわからなかった。それで

もこの教会は日本人の観光スポットのようで、日本語で説明が書かれているボードもあ

って、結構面白かった。綺麗なところだったので写真も沢山撮った。 

	 	 	  
	 	 ↑教会の外観	 	 	 	 ↓ウィリアム・アダムスについて	 	 	 	 ↑教会内 

 



その後、またホテルに戻ってホストファミリーと対面した。 
そこでもオレンジジュースを頼んで、やっぱり美味しいそれを飲みながら、ホストファ

ミリーと初めての会話。 
 
私は元々アニメがすごく好きなのだが、親日家の娘さんがいると聞いてはいたものの、

まさか同じアニメが好きだとは思いもしなかった。ちょっと話しただけで、驚く程趣味

がすごく合う子とわかり、嬉しさのあまり勢い余って、そのベス(Bethan)と二人で飛び
跳ねて叫んでハグをして大喜びした。ベスは１８才で、私が大好きなヘタリアという国

擬人化コメディアニメが好きらしくて、ステイ先のおうちに行ってもそのアニメを見た

りした。エンディングの歌が流れたときには、また驚いた。ちゃんと日本語の歌詞で歌

ってくれたから。とても嬉しくて私も笑顔でベスと一緒にその歌を歌った。 
アニメを見たあとは、ニンテンドーのWiiで面白いリズムゲームをしたり、飼っている
二匹の犬の散歩に連れて行ってもらったりした。散歩の道はのどかな田舎という感じが

して癒された。動物が大好きな私は、犬がいることも嬉しくてたまらなかった。 
 

Pippin(ピピン)おとなしいヨーキーの男の子と lady(レディ)元気な女の子 

 
 
 



 
私に用意してくれていた部屋は一階の落ち着いた雰囲気の部屋で、本棚には大量の本が

しまってあった。ロッキングチェアなんてものがあったり、飾ってある置物も全部おし

ゃれで、こんな大きなおうちにホームステイできるなんて夢のようでとても嬉しかった。 
夕食は憧れのフィッシュ＆チップス。熱くて手で持つのが大変だったけど、これもとっ

ても美味しかった！部屋に戻るとバスタオルが用意してあって、お風呂を借りた。湯船

もあったけど、長風呂は申し訳ないから毎日シャワーで済ませた。初日の緊張が嘘みた

いにこの日は楽しめていて良かった。これから先も楽しみだ。 
 

ベッド 

 
本棚 

 



窓際の置物たち 

 
 
 

三日目	 ８．２１．水曜日	 晴れ 
ü 11時～13時 英語研修	 (CGSB) 
ü 昼食・観光	 (ローチェスター) 
 
ステイ先では初めての朝を迎える。何時に起きればいいのか不安だったが、自然に６時

前には目が覚めた。ダイニング、リビング、キッチンとウロウロしていたらMomを見
つけて、「早起きなのね」と驚かれた。それから朝ごはんを出してくれた。オートミー

ルは苦手だったので、トーストにしてもらった。ダイニングテーブルの横にはドラムが

あって、ベスの弟(Gwilym グウィリム)が夕方たまにそのドラムを叩いている。私と同
い年で、ゲーム好きな細身の男の子だった。 
雑穀パンはやっぱり美味しくて満足。オレンジジュースはどこに行っても美味しい。朝

食はパンとジュースとフルーツというメニューが毎日続いたが飽きなかった。 



 
この日はグリーン先生との英語研修の後、先生２人だけでなくハンナとベスも一緒にロ

ーチェスターで教会やお城を観光しに行った。教会は静かで綺麗なところ。ここでもい

ろんなお話を聞いた。お城は急な階段があって、先生２人は下で待っていてくれた。キ

ツかったけどハンナとベスと一緒に楽しく観光しながら階段を昇った。 上階から、と

ても綺麗な景色が見られた。降りてからみんなでアイスを食べた。暑い日だったのもあ

って、これまたとっても美味しかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
左上:教会	 右上:城に登ったあとのアイス	 下:城の階段と、 上階からの景色 

 



 
観光を終えて帰ると、Momと Gwilymと Bethanがテニスコートに誘ってくれた。 
私がテニスを習っていることを話したら、近くにコートがあるからやろうと言ってくれ

たのだ。ラケットとボールは家のものがあったみたいで、それを使わせてもらって、ベ

スとグウィリムと一緒にとても楽しくプレイすることができた。Mom はコートの周り
を犬と一緒に散歩しながら見ていた。 
コートから帰ると、Wiiでスマッシュブラザーズをした。日本のゲームが好きと言って
くれて嬉しい。この日も一日楽しかった。書き忘れていたけれど、昼食はジャケットポ

テト(ベイクドポテト)、夕食はツナマヨごはんにキャベツをのせたもの。もちろん全部、
美味しく食べた。 
夕食後にMomが「デザートはスパイダー」と言って家族を驚かせながら出してきたの
はチョコレート。これも美味しかったし、クモなんて食べられない！とみんなで騒いで

面白かった。 

 
 
 
 
 
 



 
四日目	 ８．２２．木曜日	 雨 

ü 11時～13時 英語研修	 (CGSB) 
ü 昼食	 (雨で観光は中止) 
ü 観光の代わりにショッピング	 (ハンナとブルーウォーター) 
 
今日は英語研修の後にチャタムグラマースクールの校長先生とお話した。 
学校の歴史などを教えてくれて、イギリスは楽しいかと尋ねられたり、紳士的なおじさ

まという感じがして、緊張したけど優しくお話してもらえて嬉しかった。 
 
観光はカンタベリーに行くはずがあいにくの雨。ハンナと一緒に二人でショッピング。

ブルーウォーターという場所に電車で向かって、大きなショッピングモールに行った。

買ったものは、家に筆記用具を忘れてしまったのでシャーペン・ケシゴムと、英語版の

好きな少女マンガ、ホストファミリーへ買って帰る人数分のチョコレート、お昼ご飯に

はサンドウィッチ・ポテトチップス・オレンジジュース。色んなお店をウインドウショ

ッピングした。たくさん歩いて、ディズニーショップやお菓子屋さん、おしゃれなお店

も可愛いお店も、スタバやユニクロや GAPというような日本でメジャーなお店もあっ
た。雨だから残念に思っていたけど、とても楽しい一日を過ごせた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hannah(ハンナ)と、紅茶を飲んで一休み 

 
帰ってみると雨は止んでいたために犬の散歩に行ったあと、映画を見た。 
The LORD of the RINGS(ロード・オブ・ザ・リング)を、もちろん全部英語で。親切
に英語字幕を設定してくれて英和辞書を手渡してくれたから、楽しく観ることができた。 
映画を見ながらピザとコークが夕飯。コーラのことをコークという事を覚えた。 
 
 

五日目	 ８．２３．金曜日	 晴れ 
ü 11時～13時 英語研修	 (CGSB) 
ü 昼食・観光	 (カンタベリー) 
 
グリーン先生と 後の研修。別れ際に名刺をくれて、英語がわからないときはいつでも

メールしてねと言ってくれて嬉しかった。この日は早口言葉を沢山やって、発音の授業

だったから今までの研修の中で一番楽しかったかもしれない。 
その後、ハンナとベスと私の３人で街を歩く途中、屋台のようなところでトマト・チキ

ンのパスタを昼食として食べてから、カンタベリー大聖堂へ。 



 
そのあとは再び街を歩いてショッピングへ。片手で持てるくらいの大きさのテディベア

に一目惚れして購入。それから、ユニオンジャック柄の小さな缶バッジや、入れ物が赤

い２階建てバスの形をしている可愛いトフィー(キャラメル)などを買った。買い物をし
ていたらお腹がすいてきて、小さなレストランに入ってジャケットポテトを食べた。３

日目に食べたジャケットポテトがとても美味しくて気に入ったからだ。 
三人で、行きも帰りも交通手段は電車だった。車内は快適で、新幹線のように向かい合

わせに座る四人席だった。おしゃべりをしたり、私の持っている iPodに入った曲を聴
いてもらったり、グミをもらったりした。帰りにはベスが疲れてうたた寝してしまい、

私は彼女の寝顔の絵を描いていた。すると、通路を挟んで隣の座席の男の子達が私の手

元を見ていて、絵を見せると「very nice!」と喜ばれたからとても嬉しかった。その絵
は、目を覚ましたベスに見せると恥ずかしそうに笑いながらも気に入ってくれたようだ

ったので、本人にプレゼントした。 
 
 
 
 
 
 
 
 



ベスの寝顔をこっそり隠し撮り 

 
 
お土産にトフィーを買っていったのは良かったようで、ステイ先に帰るとホストファミ

リー全員が喜んでくれた。勿論それは私の家にも持って帰ったのだが、私の家族にはあ

まり喜ばれなくて残念だった。 
夕飯はグリーンピースとじゃがいもと鮭に手作りソースがかかっているもの。とても美

味しかった。この日の夕食はホストファミリーが全員集まっていて、たくさんおしゃべ

りが出来て楽しかった。お互いに慣れ始めているように感じた。ホストファミリーの夫

妻を私も Dad、Mom、と呼べたことも嬉しく思った。ダジャレ好きの面白いお父さん
と、歌とダンスと裁縫が好きな陽気なお母さん、内気だけど優しい弟グウィリム、趣味

の合う可愛くて明るいベス。本当の家族のように接してくれて、どんどん大好きになっ

ている。日本に帰るのが寂しいと思い始めたのはこの頃からだった。 
 

 
 
 
 
 
 
 



私(左)とピピン(下)とベス(右) 

 
Dadとレディ(左)とMom(右) 

 



居心地のいいリビングルーム 

 
私と、ピピン(左)とレディ(右) 

 



六日目	 ８．２４．土曜日	 雨 
ü ロンドン観光 
 
ハンナ、秋吉先生、櫛田先生、私の四人でロンドンへ。この日は雨が降っていて、お目

当てのバッキンガム宮殿での衛兵交代を見ることができないらしい。雨でも宮殿の門の

前には沢山の人が待っていたのに、中止になってしまうとは…とても残念だった。 
ロンドンの駅 

 
宮殿へ向かう途中	 右がハンナ、奥に櫛田先生 

 



バッキンガム宮殿前 

 
街を歩いていると見えたビッグベン 

 



衛兵交代が見られなかったので、ハンナと二人で、トラファルガー広場にある、入場料

無料のナショナル・ギャラリーという博物館へ行った。中世後期とイタリアのルネッサ

ンス期からフランスの印象派に至るまで、西欧絵画の主要な伝統様式が展示されており、

どれだけ回っても飽きず、絵が好きなこともあって、とても良い時間を過ごせたと思う。 
 

ナショナル・ギャラリー(中央に私) 

 
博物館前の広場にいた大道芸のお兄さん 

 



バッキンガム宮殿からナショナル・ギャラリーへ向かう途中に、 
ピカデリー・サーカス(大きな電光掲示板や待ち合わせに使われるエロス像) 

 
を通ったときには「有名だから写真を撮っておくといいよ」と櫛田先生に言われてこの

写真を撮った。有名なショッピングスポットらしいが、ショッピングはしなかった。 
昼食はロンドン店の三越で、美味しい天そばを食べた。日本の味が恋しくなっていた頃

だったから嬉しかったが、イギリスでの日本食なので値段はやはり高めだった。 
ナショナル・ギャラリーを回ったあとは、テムズ川の観光クルーズへ。 
ロンドン・アイや、オクソ・タワー、テート・モダン、ザ・ガーキン、ザ・シャード、

ロンドン塔、ロンドン橋…これらを川沿いに見ながらぐるっと一周してくるという贅沢

な観光船だったが、雨が降っていたためよく見えず残念だった。 
ロンドン・アイ(左)とオクソ・タワー(右) 

 



帰りはタクシーで移動。車内は向かい合う四人席で、日本と違って設備がかなり豪華な

タクシーだった。 

 

 
タクシーでロンドン駅まで、ロンドン駅からチャタム駅へ、駅から Dad の車でステイ
先へ帰る。車の中では Dadのお気に入りだという曲をたくさん聞かせてもらった。 
 
家に着くと、すぐに夕食を食べることが出来た。マッシュポテト、ソーセージ、それら

にオニオンソースが掛かっていて美味しい。Momは料理上手だ。 
デザートはイギリスでは有名らしいトライフル(trifle)だった。トライフルとは、「固め
のカスタード、フルーツ、スポンジケーキ、フルーツジュース（近年はゼリーで代用す

ることも多い）、泡立てたクリームで作る。以上の材料を層状に重ね、フルーツとスポ

ンジケーキを下に、カスタードとクリームを上にするのが一般的である」（Wikipedia
から引用）。味はあまりよく覚えていないので、すごく美味しいわけでも不味いわけで

も無かったのだと思う。 
 
食後には、ハリー・ポッターが大好きなMomの勧めでハリー・ポッターを観た。今日
は雨の中たくさん歩いてすっかり疲れてしまい、シャワーを浴びる元気もなかったので

翌日の朝にシャワーを浴びることにした。明日は午前中に予定がないから寝坊を出来る

日なのだ。この夜は滞在期間中で一番ゆっくり眠った日だった。 
 
 
 



七日目	 ８．２５．日曜日	 快晴 
ü ホストファミリーと過ごす 
ü 友好協会委員長宅での BBQ	 (ローチェスター) 
 
朝起きると、いつもの雑穀食パンではなくて、ハンバーガーのようなベーコンマフィン

が朝食だった。ベーコンは味が濃かったけれど、パンが美味しくて完食、フルーツは黄

桃だった。この家は本当に動物好きな家で、犬を二匹だけでなく、鶏を二羽、イグアナ

を一匹飼っていた。鶏からは毎朝卵をもらえるらしく、卵を持って帰ったMomは
「Thanks , chickens♪」と卵を両手に持っておどけて笑っていた。 
 
ベスが起きてきてからは二人でパソコンを見て遊んだ。好きなアニメが同じだから、お

互いにおすすめの動画をみせたりしてとても楽しかった。言葉や文化が違っても、特別

な趣味が共通だと直ぐに仲良くなれる。オタクってすごい、とベスとアニメの話をする

度に感じた。お昼ご飯はグリーンピース、目玉焼き、ベーコン、ポテトフライ。 
 
昼過ぎには犬たちと散歩に行った。レディもピピンもとても可愛いし、散歩の時には一

緒に走ったりして、ベスに簡単な日本語を教えたり、逆に私が英語を教わったり、雑談

をしたりしながら、のどかな畑沿いの道などを歩いて帰ってくる。柵越しに馬が見えた

り、蝶々が飛んでいたり。帰ってくる頃には靴が泥だらけになったので、庭から家に入

り、水道を使って、ブラシで靴を洗った。 
 
それからホストファミリー全員でバーベキューへ。写真を沢山撮った。 
ハンナとベスは１８才以上だから、大人たちに混じってお酒を飲んでいた。英語には敬

語もなくてベスやハンナをそんなに大人の人としてあまり認識出来ていなかったから、

二人がお酒を飲んでいるのが不思議な気がした。 
 
友好協会委員長とお話するときは緊張したけれど、イギリスはどうかと聞かれて、とて

も楽しいと答えると嬉しそうにしてくれて、私まで嬉しくなった。 
 
夕食のバーベキューはとても美味しくて、お腹いっぱい食べた。 
夜になるまで大人たちはずっと話していて、私はベスやハンナ、グウィリム達と一緒に

話したり、ノートに絵を書いたりした。らくがきだけれど楽しくて、英語で絵しりとり

もした。しりとり自体を知らない三人に、私がしりとりを教えて、予想外に楽しく出来

た。グウィリムの絵心はなんとも芸術的で毎回笑った(褒め言葉)。 
 
よく晴れていて、とても気持ちいい一日だった。 



 

 



 
 

 



ベスの弟、グウィリム 

 
ハンナ、ベス 

 
櫛田先生、委員長の奥さん、Dad、Mom 

 



八日目	 ８．２６．月曜日	 晴れ 
ü ホストと過ごす 
 
いつも通りの朝ごはんのあとに、パンケーキを食べた。私はMomの出してくれる食べ
物が大好きだ。レモンシロップ、メイプルシロップ、はちみつ、ジャム、チョコレート、

これらが並んで自由に掛けて食べていいと言われた。とても美味しかった。 
この日は昼過ぎまで古い屋敷のようなところを観光した。お昼はピクニックで、コンビ

ニのようなところで買った寿司(マグロ二貫)とパスタ(トマト＆チーズ)を食べた。この
日もよく晴れていて、Momとベスとグウィリムと歩いているだけでウキウキした。 

 

 



帰ってから夕食の前後はまたベスと一緒にパソコンで遊んだ。パソコンを使っていると

Momが気を使ってメールを開いてくれて、海外だと携帯が使えないからそのパソコン
から自分の家族へメールを送った。元気で楽しくやっていることを伝えて、帰国してか

らその話をするとあのメールで随分安心してくれたようで良かったなと思えた。 
この日はなんだか体の調子が悪くて早寝をした。 
 

九日目	 ８．２７．火曜日	 晴れ 
ü ストーンヘンジへ、ベスと観光 
 
この日は晴れていたけど風が強くて肌寒い日だった。 
私はなんと生理になってしまい、運の悪さに少し落ち込んだ。昨日から体調があまり優

れなかったのはこのせいだったのだとこの時になって気づいた。 
ベスと秋吉先生と櫛田先生でロンドンへ行き、先生方と別れてベスと私の二人でバスに

乗って出発。 
ロンドンにて、晴れた日に見られて嬉しいビッグベン 

 
ツアーで向かうバスの移動はとても長かったけれど、Momがたくさんお弁当と一緒に
お菓子を持たせてくれていて、ベスとおしゃべりしたりお菓子を食べたり眠ったりして

過ごした。 



ストーンヘンジでは、ガイド音声が流れる手持ちの機械を借りることができて、日本語

音声でストーンヘンジの不思議で面白い話が聞けた。何もないような草原にこんなに大

きな岩が積み上げられているというのは見ているだけでもすごく不思議なのに、話を聞

けば聞くほど謎が深まって、とても面白かった。 
 

 

 



十日目	 ８．２８．水曜日	 晴れ 
ü ホストと観光 
 
とうとう、イギリスで過ごす 後の一日になってしまった。こんな日なのに生理二日目

の私はとても体調が悪くて、朝も中々起きられず起床は９時頃になった。Momはそん
な私を可哀想に思ったようで親切に湯たんぽを貸してくれたり、薬をくれたりした。少

し元気になったところで、Momとベスとグウィリムでおでかけ。大きなお城のある広
い公園に行った。 
 

移動中の車の中、シートベルトに湯たんぽを挟んでいる様子 

 
私の左にはベス、運転席にはMom、助手席にはグウィリム 

 



グウィリムと、たくさんのお弁当の入っているリュックを背負ったMom 

 
ピクニックでお昼ご飯を食べながら見た鳥のショー 

 

みんなでグルグル迷いながら楽しかった迷路 

 
 



観光したお城（LEEDS CASTLE） 

 

 



公園では Mom とベスとグウィルと私でアイスを食べたり城内を見たりもしたけれど、
これ以上は撮った写真が多すぎて選べないので城は外観だけ載せておくことにする。 
帰ると犬と満足するまでじゃれて遊んだ。これがイギリスでの 後の夜なのだと思うと、

とても愛着がわいていた犬たちと別れるのも辛かった。犬たちの散歩は体調が悪くて辛

かったため一緒には行かずベスに任せて、家でグウィルとゲームをしていた。帰ってき

たベスも混じえて何度もゲームで対戦して遊んで、とても楽しかった。 
 
シャワーを終え、帰国する寂しさをこらえながら帰るための荷造りをしていると、ベス

が部屋にやってきて私にお土産を渡してくれた。ビスケット、チョコレート、それと小

さな妖精の人形。すごく嬉しくて泣きそうになったけれど、やっぱり嬉しかったから笑

顔でありがとうを言った。 
 
布団の中で、いよいよ明日帰るのだなあ、と考えていたら、自分の家族が恋しく思えた。

帰ったら美味しい白いご飯を大盛りで食べよう、と考えたりしながら眠りについた。 
 
 

終日	 ８．２９．木曜日	 晴れ 
ü 13:45	 ヒースロー空港 発 
ü ８月３０日	 9:30（日本時間）成田着 
 
出発の日。Mom、ベス、グウィルに車でチャタムグラマースクールまで送ってもらっ
てそこで櫛田先生、秋吉先生と待ち合わせ。表紙の写真を撮ってもらってから、ホスト

ファミリーとさよならを言いハグをして、先生方の車に乗って空港へ向かった。不思議

と涙は出なくて、寂しかったけれど笑顔で別れることができた。 
 
空港では秋吉先生とお昼ご飯を食べてから、空港内で安くお土産を買う。先生はお酒を

買っていたけど、私は自分用にティーバックの紅茶を買った。 
 
日本に着いたら自分一人で自宅まで帰ると両親に言ってあったのに、わざわざ両親揃っ

て迎えに来てくれていて感動した。早く会いたかったから、嬉しくてたまらなかった。 
 
一方で、成田では周りがみんな日本語で喋っていることに不思議な感覚を覚えていた。

そんな状態のまま両親と一緒に空港で念願の日本食を食べながら、たくさん土産話を聞

かせて写真を見せて、私はすごくご機嫌だった。 
 



留学中、英語は喋れたのかと問われると、満足に会話は出来なかったけれど通じないわ

けではなかったというのが一番近い答えだと思う。 
あの留学はあなたにとって意味はあったのか、なんて未だに母から言われるけれど、私

はこのイギリス短期留学へ行ったおかげで英語に少なからず自信がついたと確信して

いる。通っている英会話スクールへ行っても、イギリスに行く前と後では全くレッスン

の楽しさが違ったし、聞き取る力や伝えようと思う積極性が身に付いた。なにより、知

らない土地に一人で行ってもやっていけるという度胸がついたことも良かったのでは

ないかと思う。 
イギリスは景色が綺麗で、みんな親切で、とても良いところだった。また是非行きたい

と思う。今度家族で海外旅行に行くときには、私の積極性だけが取り柄の拙い英語力を

発揮して、通訳もどきのことができたらいいな、などと考えていたりもする。 
楽しかったイギリス滞在だが、残念ながらイギリスに永住したいとは 後まで思えなか

った。それは、何故か。 
その理由は、私は日本食が大好きだからだ。やっぱりイギリスのご飯より日本のご飯の

方がずっと美味しいと、帰ってきて痛感したのであった。 
イギリスに行って、イギリスが大好きになって、英語も好きになった上に、日本の良さ

も感じられて自国も好きになれた。 
とても楽しい１１日間だったし、先生やホストファミリーや、両親には感謝をしてもし

きれない思いだ。 
この経験が無駄にならないよう、これからも英語の勉強に励もうと思う。 
機会があれば、この先も他の国も訪れてみたいし、色んな国の人種や文化に触れてみた

いと思っている。 


