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2018 年度 JCulP Summer Session アンケート 

 2018 年度に参加した学生からのアンケートの結果を掲載していますので、参考までにご覧ください。なお、Yale 

University のプログラムについては 2019 年度より新たに追加となったため、アンケート結果はございません。 

 （2017 年度のアンケート結果は文化構想学部のウェブサイトよりご覧いただけます。 

  「早稲田大学文化構想学部」を Web 検索 ⇒ Topics トピックス  

⇒ Global Studies in Japanese Cultures Program (JCulP: 国際日本文化論プログラム） 

⇒ Summer Session 

https://www.waseda.jp/flas/cms/assets/uploads/2018/12/2017_summer_questionnaire_result.pdf ） 

 

＜SOAS, University of London＞ 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・クラスメイトはほとんど日本人でした。授業内容はある程度予習してからの方が楽しめたなと思います

が、ついて行けないわけではないし、新しいことを学ぶ良い機会になると思います。また、課外活動と

して色々な美術館に行けて楽しかったです。 

 

・1 週目は日本人以外の生徒も多かったので、様々な背景をもった人々と関わることができましたが、2

週目になると日本人の割合が増えてしまいました。1 週目のアートのクラスの課外活動は特に楽しく、

ミュージアムをまわった後有意義なディスカッションができました。課外活動のない日には、時代に沿

った美術作品の特徴を学びました。2 週目のフィルムは、課外活動はあまりありませんでしたが、特定

のディレクターや歴史、テクニックについて学びました。 

 

・私がとったクラスには自分たち以外に韓国人、イタリヤ人、エジプト人そしてスペイン人のクラスメー

トがいました。授業はそれぞれのクラスの生徒の英語のレベルにあわせて行われていたようで、授業の

レベルは自分にあっていました。課外活動も多く、強制的ではなかったのですがたくさんの生徒が集ま

りたくさん交流し友達を作ることができました。また、多くの観光地を回ることができたのでよかった

です。 

 

・前半と後半で 2 つ授業を取ったが、1 つ目は 8 人中 6 人、2 つ目は 8 人中 7 人が日本人で必然的に英語

のレベルは落ちた。しかし自分が学びたい内容の授業を取れたし、教師陣がとても良かったので全体的

に自分できちんと深く考えられれば十分意味のあるものになると思う。 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・寮はとても快適でした。気温は 30 度近くまで上がることもたびたびありましたが、雨が降って寒い日

もありました。食事はサンドイッチばかりでしたがおいしかったです。休日や放課後はマーケットに行

ったりミュージカルを観たりと、自由に楽しく過ごしました。 

 

・最初スマホでネットがつながらず、苦労しましたが、携帯会社に連絡して解決しました。寮は、多少の

機械類の故障などはありましたが、快適に過ごせました。気候は、類まれな暑い日が続いた後、急激に

冷え込みイギリスらしい天気なりました。寒いときは冬並みの寒さでびっくりしました。治安は、思っ

ていたほど悪くはありませんでしたが、途中ロンドン内でテロがあったことを SNS で知りました。盗難

が数件あったので、荷物管理は必要以上に気をつけた方が良いと思います。また、信号無視をする歩行

者が多い(文化)です。自分の身は自分で守るというスタンスでいることを気をつけました。食事はおい

しい。寮の近くには安いスーパーもあったので、食事代をうかせることができました!休日は、行きたい

ところに行きまくりました。自分たちで計画して旅行するのは楽しかったですが、National Railway な

どを使う場合は、予定通りにいかないこともあるので心構えが必要です。 

 

・宿舎は去年の先輩方のおかげでとても綺麗な宿舎に泊まることができました。エレベーターの落下がよ

く起こったり、フラットのキッチンで一度水漏れがあったりして驚くこともありましたが、自転車の貸

し出しや卓球台そして綺麗な勉強スペースやコモンルームが何個もあってとても楽しかったです。私た

ちが滞在してる間はとても暖かくてタンクトップ一枚で過ごせる日もあれば寒くてジャケットを着なく

てはいけない日もありました。自分は滞在中にイギリスで衣類を買い調節するようにしました。ロンド

ンはイギリスの中心地ということもあって、短い移動時間で様々な名所に訪れることができました。wifi
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もロンドンはたくさんのところで飛ばしていて、新しく携帯を購入する必要はないと感じました。 

 

・寮（Urbanest）は確かに騒音がひどかったが、それ以外の面についてはとても満足している。今年は例

年とは違いきちんと夏らしい気候であったが、それでも朝晩は長袖でないと寒かった。事前に買った携

帯電話はシステムがよくわからず、結局現地で SIM カードを買ったが、そのほうが英語で話す機会も増

えていい社会経験になったように思う。尚治安については、クレジットカードをスキャミングされ、な

ぜかインドで 20 万円使われていたので、カードを使う際には本当に注意したほうがいい。保険に入っ

ていたので返金されたが、それでも 20 万円が消えたのは辛かった。 

 

今後、Summer Session で学んだことをどのように活かしていくかについて 

 ・英語力やプレゼン力を今後の授業で生かしたいです。 

 

・授業などでディスカッションをするときなど、自分の意見を遠慮せず言おうと思います。また、受動的

になるのではなく、自主的に行動することを心がけたいと思います。 

 

・イギリスでは今まで自分が深く学ぶことのなかったことを学べて新しい自分も発見することがありまし

た。これからはより多くのことに挑戦をして、より多くの自分の新しい一面を見つけられたらいいなと

考えています。 

 

・私は前半で Literatureのクラスを取っていたが、これが課題量が多いものの本当に良い授業だった。JCulP

では日本文化について学ぶが、そうではなくイギリスでイギリスの歴史にも関わる文献を読む機会を設

けられたことで知識が広がった。今まで興味のなかった読書分野にも手を出そうと思えるようになった。 

 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・マーケットに行ったりミュージカルに行ったり休みの日に自由に遊べて楽しいです。暑かったり寒
かったり雨が降ったりと結構気候の変動が激しかったので、傘の用意と服装の準備に気をつけて欲
しいです。 

 
・自分から計画を積極的にたてれば 6 週間を悔いなく有意義に過ごせます!!ただ、計画通りにいくこ
とばかりではないので、臨機応変に、なんとかなるな〜くらいの気持ちでいられると楽かなと思い
ます。気候は行ってみないと分からないので、様々なジャンルの服があると良い。いちばん気をつ
けるべきなのは、荷物管理です。チャック付きなど閉まるタイプの鞄を持っていた方が絶対に安全
です。スマホを見ながら歩くのもなるべく避けましょう。気をつけ過ぎなのでは?というくらい気
をつけた方が良いです!あとは、学校で様々な交流イベントがあるので、ぜひ参加してください! 

 
・留学中に何を体験して、何を学ぶかは全て自分次第だなと感じました。私はいくらつかれていても
自分から海外の友達との時間を作るようにしたため多くの友達を作ることができまいした。はじめ
は恥ずかしかったり不安もあると思いますが自分から積極的に行くことが大切だなと思います。日
焼け止めは多めに日本から持っていた方がいいです。シャンプーや石鹸は日本でも使われているも
のが売られていますが、日焼け止めはあまり効果のあるものがありませんでした。 

 
・SOAS は大学の特徴的にもどうしてもアジア人の割合が高くなってしまうが、選択する授業や自分
のやる気によって満足度は０にも１００にもなると思う。課題などは完璧にこなさなくても良いが、
やり込めばやり込むほど授業も楽しめると思う。ぜひこのせっかくの機会を無駄にしないよう通学
を楽しんで欲しい。また例え英語圏の生徒でなくても他国の生徒と関わる機会は多くあるので、一
緒にご飯を食べに行ったりするだけでも新鮮で楽しいかもしれない。私は基本寮にこもって一人で
作業をしていたが、人見知りでない人ならクラスメイトと放課後まで遊んだりした方がいい経験に
はなる。そしてカード支払いをする際には店員の動きに毎回注意を払っておいた方がいい。スキャ
ミングしてそうだと思ったらすぐに言ったほうがいい。 
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＜University of Brighton＞ 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・授業のレベルは簡単だったにもかかわらず、最後提出しなければいけなかったエッセーの評価がとても

厳しくつけられていて驚いた。もう少し授業に相応した評価の方法にして欲しいと感じた。 

 

・授業のレベルはかなり低く、クラスメイトはほとんどがサウジアラビア人のマスター取得のために渡英

してきた人でした。JCulP より全体のレベルはかなり低かったです。 

 

・授業レベルは低く、動詞や名詞はどれか、など基本的なところからのスタートだった 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・wi-fi は最悪だった。現地到着後、マニュアル通りのセットアップをしてもインターネットと接続できな

かったため、会社に連絡をした。その会社をさらに通してインターネット会社と連絡を取ってもらい、

接続してもらった。前もってなぜ接続できるようにしてくれなかったのかが不思議だ。過ごし方：放課

後は１０分ほどでいけるブライトン駅まで電車でいき、海辺で本を読んだ。また、大学も自然豊かな場

所に建てられているため、とても綺麗な景色を毎日楽しむことができた。 

 

・寮に備え付けの枕、布団、シーツなどがなく食器や調理道具の用意もありません。夏休み期間中なので

カフェテリアも開いていません。日曜の夜に到着したために、買い物い行くこともできず事前になんら

かの情報があったら良かったなと思いました。クセルワイヤレスでレンタルした SIM は問題が多く、現

地についてからしばらくは使用できませんでした。返却に手間がかかり、延滞料金も発生するうえに接

続も悪いので使用しないほうがいいと感じました。 

 

・寮にはベッドと机しかなく、枕や布団、フライパン、トイレットペーパーなど１から自分で揃える必要

があった。また近くに飲食店やスーパーがなく、食料調達も難しかった。寮に住んでる生徒たちの態度

も悪く、夜中まで寮の外で飲み騒ぎ、朝方まで寝れないこともあった。また、街中ではスリに遭いかけ、

ホームレスの女性に追いかけられた。そのほかは安全だった。携帯電話は最初の三週間繋がらない状態

だった。 

 

今後、Summer Session で学んだことをどのように活かしていくかについて 

 ・自分が考える常識は、他の文化の人たちにとったら非常識と見られ、それぞれの「常識」は違うという

ことを身にしみて感じた。これを旨、自分の考えに固執しないように意識していき、新しいアイディア

を出せるようこの考えを活かしていきたい。 

 

・次回留学に行く際は語学プログラムは選びません。今後の学生生活では語学プログラムに参加しなくて

も済むような高い英語力を身につけたいです。 

 

・以前アメリカには住んでいたことがあったが、他の英語圏には行ったことがなかったため、同じ言語を

話す国同士でもこんなにも文化の違いがある、ということを学べた。ここで培った価値観を活かしてい

こうと思う 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・クラスには年が 10 歳ほど離れている人もいたが、そのようなことは気にせず積極的にお話しをし
て仲良くすると良いと思う。２ヶ月だけの我慢だから、日本語はなるべく使わないようにし、英語
に集中するべき！ 

 
・JCulP で配布されるレビューが留学先のすべてとは限らないので、自分で留学先について深くリサ
ーチすることをおすすめします。 

 
・Brighton 自体はとてもいい街なので行っても損はないと思う。ただ、行く寮がどの程度整ってい
るかを調べて、しっかりと準備して行ったほうがいい。  
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＜University of California, Berkeley＞ 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・授業レベルはそこまで高くなかったですが、課題やプレゼンが多くて大変でした。クラスメイトはほぼ

中国人でがっかりしました。ESL 以外の授業も取れればよかったのにな、と思います。大学主催のイベ

ント等に最初のうちに行くと友達ができやすいと思います。 

 

・私は ESL の授業を二つとったのだが、英語があまり得意でない生徒が多く、クラスの大半が中国語を母

語として話す生徒だったためみんな中国語で話し、英語でのコミュニケーションが少なかったように思

えた。 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・寮は International house 入寮していたのですが、文句なし。とても環境がよく、過ごしやすかったで

す、ご飯もおいしい。気候は寒めです長袖長ズボンで過ごせます。週末は近くの都市の water park に

行ったり、寮主催の野球観戦に行ったりしました。LA にも行きました。 

  

・私は International House という寮に泊まり、毎週水曜日にはコーヒーアワーといって寮に滞在してい

る人たちと交流する機会が設けられており、様々なバックグランドをもった人たちとの交流を楽しむこ

とが出来た。気候は雨は滅多に降らず、過ごしやすい気温の日が多かったため、夕方や朝方は薄い上着

があると便利だと思った。治安は主な交通機関として利用していた Bart で滞在期間中に殺人事件が起き

たりとあまり良くないため夜出歩く際は注意が必要だと感じた。携帯電話は自分の携帯に SIM カードを

入れて利用した方が携帯電話とテザリングするよりも簡単だと思った。留学先で友達を作り、その人た

ちと観光に行くなどして余暇を過ごした。 

 

今後、Summer Session で学んだことをどのように活かしていくかについて 

 ・様々な経験や、授業で学んだプレゼンテーションや writting の技術を大学生活や、今後の人生に役立て

ていきたいです。 

 

 ・私はこの留学を通して、自ら話しかけにいくなど積極的に行動をとることの重要性を痛感したためこれ

からはより多くの自分とは違ったバックグラウンドを持った人とも交流をしていけるようにしたいと思

う。またあ日本の文化が好きだという外国人とも多く出会えたため、その人たちにきちんと自国の文化

や歴史などを伝えられるようにもっと知識や情報を増やす必要があると感じたため授業を通して学んで

いきたいと思う。 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・タクシー配車サービスのアプリは入れておいたほうがいいと思います。あと、自分名義のカードも必要

でした。治安はそこまで悪くないですが、ホームレスが多いです。夜出かける際は友人と。カートのス

キャンニングをやられている友人がいたので、怪しいところでは現金を使ったほうがいいと思います。 

 

 ・積極的にいろんな人に話しかけにいくことで友達を増やし、土日は観光などをすることがいいと思う。

夜間の移動は危険だから十分に注意してほしい。 
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＜University of California, Los Angeles＞ 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・まず、ロスの広大なキャンパスに圧倒された。授業では日本では体験できないほどの異文化に触れるこ

とができた。クラスメイトとの意見交換、またはディスカッションやプレゼンと言った参加型の授業で

は他国の生徒たちの意見を知ることができ同時に自分の国の特徴も見えてきてとてもよかった。 

 

・Academic Course は現地学生が受けるレベルだった満足です。 

 

・UCLA の Summer Session は授業のジャンルが非常に豊富です。英語のスキルアップに特化した授業も

あれば、音楽や演劇、また理系の科目なども用意されているので、自分の興味のある分野の勉強を自由

に行うことができます。実際私もずっと興味のあった舞台芸術系の授業を中心に選択しました。現地の

UCLA の生徒も多く受講していたので、もちろん授業の英語レベルは高かったですが、その分勉強にな

りました。自分の学びたい学問分野があって、それを英語を使って違う観点からも深めてみたい、とい

う人にはぴったりの Summer Session だと思います。 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・私は、大学の持っている校舎に近いアパートで過ごしたのですが、キャンパス自体が広すぎてアパート

から受講しているクラスへ行くのにグーグルマップを使って 20 分も歩いていた。天候は日本のように

湿度は高くなかったが、カラッとしていて日差しがとても強く、昼間は 10 分でも外にいると跡がつく

ほど焼けていた。ネット環境はとても充実していて、キャンパス全体に Wi-Fi が飛んでいた。物価がと

にかく高いので、自炊しようとしてスーパーに行っても意外と高くついてしまう。かと行って、大学の

カフェテリアで食べるとなると。一食 10 ドル前後してしまうので、ミールプランをつけるのがいいと

思った。 

  

・寮も 3 人部屋で施設もちゃんと整っていました。自習室・図書館設備が充実しており、勉強には最適の

環境でした。食事も、バイキングで、毎回美味しいご飯を食べれました。余暇は、現地学生との交流や、

課題に取り組みました。 

 

・（気候）6 月〜8 月のロサンゼルスは、やはり日差しが強くて暑かったです。私の滞在していた学生寮に

はクーラーがついていなかったので、苦労したときもありました。しかし、寮の１階にはクーラー付き

の自習室があったのでそこで過ごしたり、安いハンディ扇風機を買ったり、とアイデア次第で乗り越え

られました。 

（食事）UCLA のダイニングはアメリカの大学の中で１番と言われているだけあって、とてもおいしかっ

たです。キャンパスでは様々な国の料理が食べられるし、寮の近くのダイニングホールもバイキング形

式になっていて楽しめました。 

（治安）UCLA のあるウエストウッドは学生街と言われているのもあり、治安に関して怖い思いはしませ

んでした。しかし夜は一人で外出しない、など基本的なことは必ず気をつけていました。ロサンゼルス

は地区によっては危ないところもあるので、観光するときは、しっかりと調べて安全な場所だけ行くよ

うにしていました。 

 

今後、Summer Session で学んだことをどのように活かしていくかについて 

 ・今後、このサマーセッションで学んだ他国や自国の特徴やその違いの面白さなどを生かして、大学のこ

れからの授業で自分の意見を発信していきたい。また、２０２０年に控えるオリンピックなどで、日本

はもっと国際交流が盛んになると思うので、そこで生かせればいいと思った。 

 

 ・Asian American History では、アジア人の差別についてや、日系アメリカ人についての研究ができた

ので、違った視点から、アメリカに存在する日本文化や日本人について学べたので、JCulP にその知識

や考え方を生かしていきたい。Oral Communication では、どのようにすればオーディエンスの心を掴

みながら、プレゼンテーションができるのかを学んだので、説得力のあるプレゼンができるように授業

に取り組みたい。Reading and Writing のクラスでは、エッセイの構成を考えながら、内容を深めるこ

とに力を入れて取り組んだので、エッセイの上達向上に繋がるよう JCulP の授業でも頑張りたいです。 

 

・今回の留学は、英語のスキルアップだけでなく、異文化空間に住む人々と出会い、その文化を知り、自
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分と違う価値観を持つ人々とどう対峙していくか、という点において、自分を試す良い機会になったと

思っています。また、どんなに自分の文化と違っていても、異文化の生活に思い切って飛び込み、実際

に体験していくことでしか見えない文化の側面が、必ずあるんだなと実感として感じました。これから

様々な文化を学ぼうとしている身として、実際にその文化を体験してみる、そしてどうしてその文化が

生まれたのか現地の人々を実際に目にして考えてみる、という姿勢を忘れないようにしたいなと思いま

す。 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・学生のうちにやりたいことを後悔しないようにやりましょう。サマーセッションでは、殻に閉じこ
もらないように！！ 

 
 ・学部関係なく自分の興味がある科目、授業をたくさんとることがおすすめです。Writing center が

UCLA は充実しているので、活用することをおすすめします。 
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＜University of Queensland＞ 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・授業内容も先生もとてもよかったです。12 人くらいのクラスでした。 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・わたしのホストファミリーの家は大学から 30 分くらいでバスと電車を通学に使っていた。大学までの

距離は人によって全然違った。私はホストファミリーと時間を過ごすことが多かった。土日には電車の

本数がとても少なく出かける場合少し不便である。平日の交通手段は特にこまらなかった。気候は朝と

夜が寒かったのでコートは必要。日中は日本の春くらいであたたかかった。大学のカフェテリアは充実

していてとても美味しかった。日本食もあった。早稲田でレンタルした携帯を常に持っていたので wifi 

にはこまらなかった。大学内では学校の wifi が使用できた。授業は午前で終わったので午後はクラスの

友達とブリスベン内の様々の場所に行った。大学からシティまでいけるフェリーがとても便利だった。

私が授業を受けていたビルの中に reception があり、ツアーやテストの申し込みなど様々な手続きをサ

ポートしてくれてありがたかった。 

 

今後、Summer Session で学んだことをどのように活かしていくかについて 

 ・外国で 1 人で行動する力が身についたと思います。 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・朝と夜が意外と寒いです。 
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＜University of Sussex＞ 

（★2018 年度は参加者がいなかったため、コメントは 2017 年度参加者のものを掲載しています） 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・他大学の日本人生徒が多く、友人作りには苦労しなかったが、授業のレベルは必然的に落ちた。 

 

・留学先の大学は楽しかったが、日本人が多かった。 

 

・授業はとてもやさしく単純で、あまり英語力上昇にはつながらなかったと思う。また、クラスメートが

ほぼ日本人で、寮のフラットメイトも全員早稲田生だったため、日常生活で英語を取り扱うことが極端

に少なく、不満であった。これでは、ただのイギリスへの校外学習同然である。 

 

・授業内容としては、午前中はボキャブラリー、午後カルチャーについての授業だった。レベルとしては、

JCulP の方が明らかにレベルが高かったが、映画やゲーム、音楽などを通して日本とイギリスの比較を

しながら学習することができた。クラス分けがされ、ほとんどの JCulP 生が所属していたクラス（一番

上のクラス）では、最初は４人の日本人のみ。次に JCulP 生が一人増え、５人に。途中三週間滞在のス

ペイン人が一人来てくれ、5:1 になり、再び JCulP 生が加わり、7:1 となったがスペイン人が帰国後に

は７人に戻り、さらに、下のクラスから２人新しく加わってくれたが、それも日本人で、結局は９人の

日本人のみのクラスとなった。さらには、このクラスの日本人は JCulP 生と ICU 生で構成されており、

ICU は６週間だったため、帰国後には、JCulP 生だけとなった。その後、一人のシリア人も下から来て

くれたが、出席状況が乏しく、やはり、基本は JCulP 生だけだった。しかし、日本人がほとんどを占め

ていたが故に、より深く、イギリスと日本との比較ができたと感じている。また、先生のお宅を訪問し

たり、クラスでアフターヌーンティーに行ったりと、課外授業も充実していた。 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・寮での生活は他国の学生と共同を期待していたが全員日本のクラスメイトであった。 

 

・寮や学校の周りはのどか、かつ非常に清潔感があり、快適であったが、水漏れが発生した際、生徒を嘘

つき呼ばわりする失礼な係員がいた。 

 

・全体的に良かったです。何不自由なく過ごせました。 

 

・治安は良いほうで、外も注意をすれば一人で歩けるほどであった。 

 

・寮は５、６人で一つのキッチンを共有し、各々の個室がある状態だった。ここでも、JCulP 生は JCulP

生だけの共同キッチンで、隣も ICU の日本人だったため、授業でも寮でも日本人だらけの環境ではあっ

た。しかし、その分、生活面では基本的には問題なく過ごせた上、JCulP 生、ほかの日本人との仲は掛

け替えのないものになったと強く感じている。気候は到着後は晴れが続いていたが、その後は曇りが基

本で雨も降ることが多く、折りたたみ傘は必須だった。食事は基本自炊だった上、外食も基本的には美

味しくいただけた。早朝と深夜の治安こそは少しばかり悪かったものの、日中は特に穏やかで、過ごし

やすかった。一応、そのような危ない時間には一人で出歩くのを控えたり、団体で移動するようには心

がけていた。ロンドン市内ではやはり警戒する部分は多かったが、大学付近は問題なかった。 

 

・電車が時々ボイコットされ、来ないこともあったが、基本的にはバスを含め時間通りに運行していた。

大学より SIM カードの購入が義務付けられていたが、私自身は一度も使用することなく８週間を過ごす

ことができた。寮では大学の WiFi があり、出かける時にはマップを調べていき、時には無料 WiFi のあ

るお店に入ることによって、問題なく過ごせた。土日や授業後にはみんなと遠出したりして楽しむこと

ができた。 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・留学先によっては考えられないほど日本人が多いプログラムに当たるので、留学先選びは情報を集め慎

重に行った方が良い。 
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・短期留学は思っているより短いので、ちゃんと目標を持って行くべきだと感じた。積極的に留学生と交

流しないと海外の友達はできにくい。留学は観光と違う。 

 

・留学先は、日本人の少なさ、留学先の現地の人々との交流の多さで選ぶべきだと思う。 

 

・今年度は何もかもが初めてで、情報も少なかったが、次年度からはおそらく希望先の大学に留学した人

がいるはずなので、ぜひその人に質問したり、話を聞いたりするといいと思います。きっと思い出深い

夏になると思います。  
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＜個人申請 / Bangor University＞ 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・初めのクラス分けの際、自分と周りとのレベルを考慮してもらい、（留学生用の）大学院準備コースを受

講する生徒と一緒に授業を受けることになった。実際はただの英語学習コースのため年齢も国籍も幅広

い生徒と共に授業を受けることができた（約 8 人から 10 人、少数のクラス）。サウジアラビア、韓国、

スペイン、タイといった様々な国籍、背景を持つ人と出会い、英語で通じ合うことによって新たな視点

が得られたように思う。日本人は自分だけで日本語を話す環境が全くと言っていいほどなかったことは

自身の英語力向上に直結していると考えている。 

 

授業に関して、総合的には少しレベルが低かったように思う。しかし、講師の方々は型にとらわれず、

生徒たちの要望に柔軟に対応してくれたことも多かった。基礎的な文法事項を学ぶ際、自分がわかって

いると思い込んでいた部分に穴があったり、英語の新しい側面が見えたりと、英語の正確性を磨くには

十分な環境だったと考えている。また、自分が英語を話す際、（冠詞が抜けていたり、前置詞が違ってい

たり等）間違っているたびに口頭ですぐに修正してくれる先生がいた。個人的に英語を話す際、いかに

たくさんの間違いをしているかに気付けていなかったので、英文を書く際のみに必要だと考えていた文

法の詳細事項を話す際にも考慮できるようになったことは大きな成長だと考えている。 

授業の基本は、5 日間のうち月から木曜日までは英語の 4 技能にそれぞれの曜日フォーカスし、金曜日

は翌週の授業内容の予習を主に行っていた。課題はめったにない。稀に大学の講義を聞く機会もあり、

普段の学習から逸脱して自分の英語力を試すこともできた。 

 

個人的な感想としては、新しい何かをたくさん学ぶわけではなく、英語の正確性を磨けるコースだと感

じた。周りの生徒は比較的レベルが JCulP 生よりも下だが、講師は勿論ネイティブスピーカーなので、

質問をたくさん投げかけ、自ら新たな学びを得ようとしない人には向かないコースだと思う。 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・宿泊していた寮は非常に清潔で、タオルやシーツを 5 日ごとに交換してくれたり、ごみ回収をしてくれ

たりと、とても快適に過ごせた。気候に関しては比較的涼しく、夜は肌寒くなった。幸運にも前半は晴

れの日が多かったが、例年夏は曇りか雨が基本らしく、後半は雨のために外出を控えることも少なくな

かった。食事に関して、初めの一ヶ月は冷凍食品にばかり頼る生活をしていたが、それ以降は（友人に

教えてもらったこともあり）自分で料理をすることに決めた。基本的に調理器具は供給されないが、自

国に帰ってしまう友人から幸いにも器具を譲ってもらい、ある程度の料理は作ることができた。イギリ

スと言えど田舎のため物価が非常に安く、小さな町に 4 つあるスーパーをはしごして安い食材を買い足

していた。近くにはアジアフードの店もあり、望めば日本の食材も手に入れることができた。スーパー

内にもカフェがあり、そのため特に食事に困った経験はない。小さな町なので治安はとてもいい。夜に

出歩くと少々注意が必要だが、夏の前半は夜 11 時ごろまで日が落ちないため、そこまで危険はなかっ

たように思う。交通はバスか電車が基本。学校までは徒歩 15 分で通える距離だったため、交通機関は

小旅行の際にしか利用しなかった。電車は 1 時間に 1 本だが、バスに関しては大きなバス停があったた

め、目的地によっては 15 分に 1 本の間隔で来るバスもあった。早めの出発や大幅の遅延は日常茶飯事

なので、余裕をもったスケージュールと行動が必要だった。 

学校中、寮の領域全体に wifi が飛んでいたため、データ契約なしのプランでそうそう困ることはなかっ

た。町を出てしまうとフリーwifi に頼らなければならなかったが、個人的にはあまり気にしたことはな

かった。 

  町自体は小さいので観光する場もなかったが、近所には世界遺産の城が 3 つあったり、3 時間ほど電車

で行けばイギリスの大きな町（ロンドンやバーミンガム等）にも訪れることができるので、週末に出か

けるのは困らなかった。 

 

今後、Summer Session で学んだことをどのように活かしていくかについて 

 ・ウェールズは、イングランドとはまた違った雰囲気と言語をもつ国であり、ウェールズ人はウェールズ

人であるという自覚を強く持っている。イギリスの一部という感覚よりも、人々はウェールズの国と文

化を愛し、一つの独立した国として存在しているような意識があると聞いた。 

個人的に日本にも同じことが言えるような気がした。クラスメイトにはいなかったものの、他のクラス

には中国からの留学生がたくさんいた。日本人は非常に少数派のため、町を歩いていて中国人と認識さ

れることも少なくなかった。JCulP である以上、自分の日本人としてのアイデンティーや文化を、アジ
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ア人だからと言って間違えられたくないと強く感じた。ウェールズの人が自国の文化を愛し、イングラ

ンドとは違うのだと強い自覚を持つのと同様に、日本人として日本文化を愛し、アジアという大きな地

域の一部として見られるのではなく、日本という国そのものを確立していくことが大切なのだと強く感

じた。 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・今日、大学生の短期留学はそう珍しいことではありません。JCulP では必修となっている分、自主性が

少し限られてしまうかもしれません。しかし、「留学した」という事実は何の糧にもならないと個人的に

考えています。留学して何をしたかが個人のその後に大きく関わってくるのだと思います。自分も最初

の段階では、授業は簡単で課題も多くなく楽だと感じていましたが、「このまま淡々と授業を受けている

だけでは実質的な英語力は延びない」と感じ、帰国後に受験する英語試験の目標を定め、自主学習を始

めました。自分の場合は 11 週間という長い期間だったので、日本語に触れない、濃密な英語生活を送

ることができました。イギリスの中でもウェールズは非常に美しく、安全で、暮らしやすい場所です。

特に Bangor は自然に囲まれており、ロンドンのような大きな町が好きな人には向かないかもしれませ

んが、落ち着いた環境で自分の英語を見直し、自主的な学習が好きな人にはお勧めしたいです。 
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＜個人申請 / Dalhousie University＞ 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・授業内容は非常に簡単で社会問題や自分の国のことについてディスカッションやライティング、プレゼ

ンテーションする程度でした。クラスメイトの構成はほとんどがメキシコ人か中国人、１人だけチリ人

それと日本人の私でした。キャンプでも日本人は私だけでした。 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・宿舎は非常に綺麗で、治安も良く。ワイファイもどこにでもあるので実質海外用の sim カードいらない

でしょう。交通の弁においてもバスチケットが渡され無料で都市を周遊できます。週末は大学が主催す

るイベントに参加し、またクラブや、友人宅でダンスパーティーなどをして過ごしました。他にも、キ

ャンプ終盤には他の生徒と一緒に個人で、旅行に行きました。 

 

今後、Summer Session で学んだことをどのように活かしていくかについて 

 ・サマーセッションで学んだ事は非常に多かったです。正直、授業のレベルは高いとは言えませんでした、

しかし、コミュニケーション力というのは非常に培われたと思います。いまで、この大学が主催したキ

ャンプで私が初めての日本人で他に日本人がいない環境で過ごしました。ですので友人を作ることに苦

労しました。しかし、積極的に他の生徒と交流することで、少しずつ友人を増やしていきました。そこ

での、自分の日本人というオリジナリティーを生かして苦労しながらも友人を作るという経験は稀有な

もので将来において非常に重要なスキルを手に入れることができました。 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・私の留学した地域はカナダでも田舎の方ですが、現地の人々は非常に人柄がよくおおらかで楽観的な人

が多いです。また、大学周辺の治安も非常によく夜中に散歩してても大丈夫なくらいです。キャンプで

はほとんどの生徒がメキシコ人（これはカナダとメキシコの国際関係上メキシコ人の留学生が多いそう

です）で、みんな気さくにいろいろなことに誘ってくれます。日本人は私だけでしたが、日本人と一緒

にいたら絶対経験できないことをたくさんでき、非常にかけがえないものになりました。日本では経験

できないスローライフが経験できるので少し勇気はいると思いますが、ぜひ参加してみてください！現

地のコーディネータもいい人たちばかりです！ 
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＜個人申請 / University of Sussex International Summer School ＞ 

（2017 年度参加者コメント） 

 

Summer Session を終えての感想をご記入ください 

授業について（授業内容・授業レベル・クラスメイト構成・課外活動など） 

・私のプログラムは 2／3 がアメリカ人でアジア人はほぼいませんでした。session 1 ではイギリス文化の

ことについて学び、session 2 では心理学を学びました。やはり心理学は学んだことがなかったので色々

苦労することもありました。全体的にはとても楽しい留学になりました。 

 

留学生活全般について 

（宿舎・気候・食事・治安・交通・携帯電話・Wi-fi・保険・サポートデスクの活用・余暇の過ごし方など） 

 ・携帯の貸し出しはかなり役立ちました。宿泊先はとても綺麗だったのでとても良かったです。食事に関

しては、私はとても満足しています。 

 

次年度の学生に伝えたいことをご記入ください 

（留学先でできたこと、学んだこと、気を付けてほしいこと、準備しておくとよいことなど） 

 ・キッチンがあまり使いやすくはないので、電子レンジで調理できる器具を持って行くといいと思います。

あと私はミュージカルが大好きなので、イギリスに行くなら絶対一回は west end で見てほしいもので

す。ロンドンに留学するならなおさら安いチケットが手に入りやすいので是非是非見に行ってください。 

 

 

 


