
平成３０年度 SSH 英国研修 生徒報告         国際交流員会・研究開発部 

【日程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日 

( 曜日 ) 
都市 

現地 

時刻 
研修内容 

3/09

（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 

20:00 

集合 

出発式（特別室） 

フィンランド航空 AY-080(10 時間 15 分)【機内泊】 

到着後、乗り継ぎ 

フィンランド航空 AY-1341（03 時間 10 分） 

入国手続き   

専用車にてホテルへ          【ホテル泊】 

3/10 

（日） 

ロンドン市内 

 

9:30 

13:30 

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】 

3/11 

（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】 

3/12 

（火） 

ロンドン市内 08:00 

13:30 

Westminster School 授業参加 

UCL  

 大沼信一教授による講演(60m)，UCLTOUR(30m) 

 研究者による講演Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ(各 40m) 

【ホテル泊またはホームステイ】 

3/13 

（水） 

ロンドン市内 08:00 Westminster School 授業参加     

                                     【ホテル泊】 

3/14 

（木） 

ウェリンガーデン市内 

ロンドン市内 

09:30 

13:30 

浜松ホトニクス英国現地法人訪問 

ロンドン市内班別研修         【ホテル泊】 

3/15 

（金） 

ロンドン市内 08:00 

 

午後 

Westminster Abbey 朝の礼拝 

Westminster School 授業参加 

研究発表会                           【ホテル泊】 

3/16 

（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 AY-1332（02 時間 55 分） 

到着後、乗り継ぎ 

フィンランド航空 AY-079（09 時間 25 分）【機内泊】 

3/17 

（日） 

中部国際空港着 09:50 入国・税関手続き後、解散式 

 



［ロンドン自然史博物館］ 

 自然史博物館は想像していたよりもとても大きく入る前から迫力満点でした。建物の外側にはいろいろな動物

の彫刻がほどこされており、一つ一つ違うので並んで入場を待っている間はそれらを見て楽しむことができまし

た。また、建物の内部の柱には人のような猿のような生物が彫られており、少し強面でしたが、こちらもまた一

つ一つ違って面白かったです。 

 まず私はインターネットに載っていたトパーズを見に鉱物のコーナーに行きました。本物のトパーズはあまり

のブルーの美しさにずっと見ていると光が差し込む海の中を覗いているような感覚になりました。2kg ほどもあ

るこの大きなトパーズは地球のどこで眠っていたんだろう、どうしてこんなに大きくなったんだろうと、地球の

歴史の長さを感じました。 

 また、私が一番印象に残っているのは、あるサンゴ礁の展示です。説明は”Can you see the red line in the 

smaller coral?”で始まっていました。この赤い線は工場から排出された鉄塩によって現れてしまったそうです。

こんなふうに人間の開発が自然に影響を与えているのだと思うと、サンゴ礁の赤い線が痛々しく感じられました。

そして改めて環境問題について考えさせられました。 

 自然史博物館の剥製はとてもリアルで、鳥が苦手な私はたくさんあった鳥の標本を見ると怖くてすぐに目をそ

らしてしまうほどでした。館内はとても広く、哺乳類や恐竜のエリアまで回ることができなかったのでぜひもう

一度訪れてみたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［大英博物館を見学して］ 

 ロンドン自然史博物館を見学した後、大英博物館へと向かいました。ロンドン自然史博物館から地下鉄で７駅

の所にあり、１日で見学するのにも適した立地でした。敷地内に入るとまず、博物館とは別の小さな建物があり、

そこで手荷物検査が行われていました。日本でも手荷物検査が行われる場所はありますが、大英博物館の手荷物

検査ではカバンの奥までしっかりと確認され、日本よりもはるかに厳重でした。世界最大級の博物館のすごさを

見たような気がしました。 

 指定された時間に集合するという班行動の形だったので、私たちは館内マップや事前調査をもとに行きたい場

所を選びました。ですが、実際にその場所に行ってみると、あまりにもたくさんの展示品があってどれも興味深

いため、最初に決めた場所すべてをまわることはとても難しかったです。 

 様々な展示品の中で私が特に面白いと感じたのは食器類です。多くのブースに食器類の展示がされていたので、

歴史や、文化の違いを自分の目で見ることができました。土器や、金属製の洋食器など、写真でしか見たことの

ないものを目の前にして、感動的な気持ちになりました。 

 三菱商事の協力により、日本に関するブースもありました。兜や阿弥陀如来像など、日本人からしても興味深

い展示品がたくさんありました。階段が大変で、たどり着くのは容易ではないブースなのですが、たくさんの人

が見に来ていて、日本に興味のある人が多いという印象をもちました。 

 今回、世界的に有名な博物館を見学することができて本当によかったです。素晴らしい経験になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の展示 有名なロゼッタストーン エントランスの天井 

↑柱の彫刻 ↑サンゴ礁 

赤い線 



［ウェストミンスタースクールでの体験について］ 

 私はウェストミンスタースクールで過ごした中で気づいたことを書きたいと思います。 

 まず、周りにいろいろなものがあります！ 当たり前ですがウェストミンスター寺院が隣にあります。廊下で

つながっていて、集会の時にはすぐ入ることができます。寺院の中では撮影が禁止されていますが、素晴らしい

作りの建物でした。数々の偉人たちのお墓があり、大きな柱や高い天井、カラフルなステンドグラスが輝いてい

ました。生徒からなる聖歌隊のイースター仕様の美しい歌声が響きました。 

 また、徒歩五分もしない距離にビッグベンや政府機関があります。その前を通ると時々、イギリス国旗と EUの

旗を混ぜた模様の帽子を被って EU への残留を叫ぶデモが行われていました。残念ながら、ビッグベンは改装中

で直接見ることはできませんでしたが… 

 授業は、とにかく移動が早かったです！場合によっては教室が学校の敷地外の分校舎にあって、徒歩五分くら

い歩かなければいけないこともありました。日本の高校と違って生徒が全部移動するので、お手洗いに行く暇も

ないほど忙しかったです。また、決まった教室がないせいか、生徒たちが集う談話室というものがあります。ハ

リーポッターのようですね。そこにはビリヤード台、チェス盤、暖炉やコンピューター、ピアノ、卓球台などが

あり、快適に過ごすことができます。わたしのバディーはイギリスのジュニアチェスのトップクラス選手なので、

明和生三人で勝負を挑んだところ、完全に負けました。 

 また、食べ物もとてもおいしかったです!寮生も多いので、全三食学

校で食べることができます。私は、骨付きチキンやポテト、サラダなど

を食べました。夜ご飯には、なんとチーズバイキングがあり、二種類の

チーズが食べ放題でした。クラッカーにのせて食べると、とてもおい

しかったです。ご飯のほかにも、イギリスならではのティータイムが

あり、紅茶は売り切れてありませんでしたがスコーンと甘いケーキと

リンゴをまるかじりしました。イギリスでは、丸くて手ごろな果物は

とりあえずまるかじりするんですね。知りませんでした。 

 最初はバディーの友達同士の会話はさっぱり分かりませんでした

が、最後には冗談にも対応できるようになりました！とても楽しかっ

たです。 

 

［ウェストミンスタースクールでの授業］ 

 “Sorry sir.…” 

 授業中に生徒から飛ぶ質問の数々。日本では見られない光景に唖然としました。ウェストミンスタースクール

の授業は約 10 人の少人数でこのように生徒と先生の近い関係性のもと進められ、全員が授業に主体的に参加し

ていました。生徒は好きな教科、得意な教科の授業を選択し、僕のバディの場合は数学と化学と物理を選択して

いました。内容について紹介しましょう。 

数学は、3つの教科に分かれています。一つ目は Pure maths。数式関連

の数学で方程式やシグマ、行列式といった日本でいうところの数Ⅰ、数

Ⅱに近い内容です。二つ目は Mechanics maths。本当に純粋な物理の力

学です。そして三つ目が Statistics+Decision maths。僕が受けたのは

確率分布と必要十分条件といった分野でした。化学は Block Aと Block 

B があり、それぞれ有機化学と無機化学を扱います。有機化学の授業を

受け、実験にも参加しましたがやっている内容が数学、物理以上に日本

より進んでいるなと感じました。物理も Block Aと Block Bがあり、そ

れぞれ波と量子の分野、光学や電気などの分野を扱います。こちらは日

本で学んだことと重複していました。 

 多くの授業（僕が経験した中ではすべて）では、教科書を使わずにプ

リントを用い、先生は電子黒板やプロジェクターを活用していました。

進め方は教科によって様々で、数学など演習中心のものもあれば化学の

ように講義中心のもの、はたまた物理化学では実験もありました。授業

とは別に、生徒によっては楽器を練習する時間もあるようです。僕のバ

ディはピアノとバイオリンを弾いていて、ピアノの練習に同行しまし

た。30 分ずっと先生が横につき、アドバイスをしたり次の曲を与えたり

とイメージしていた練習内容でしたが、これを学校の中で学校の時間に

していることがとても新鮮でした。時間割は比較的自由なようで、同じ

授業が 2コマ連続である「ダブル」があったり、何もない時間があったり日本の整然と並ぶ時間割表からは考え

られない形式でした。 

教室の様子 

教室からは Westminster abbeyが見える 



 授業が終わると各々が自分の時間を過ごします。寮に戻る人、家に帰

る人、中庭でサッカーをする人と様々です。僕のバディは 22：00 まで

You tube を見ながら発表の原稿を作っていました。その後寮のシャワ

ー室に行ったのですが意外と生徒がいて、明和と同様にみんな忙しい高

校生活を送っているのだなと感じました。 

 Westminster school での授業参加は一生で二度とできない貴重な体

験になりました。バディや他の生徒のように意欲的に日々の勉強に取り

組んでいきたいと思います。 

 

［初めてホームステイをして］ 

 今回のホームステイは私にとって初めてだったので、とても緊張していました。でも、バディーも、バディー

の家族もすごく優しくて、安心して楽しい時間を過ごすことができました。私のバディーは少し用事があったの

で、バディーのお父さんが私を迎えに来てくれました。バディーのお父さんは、バッキンガム宮殿をはじめとす

る多くの有名で人気のある場所に連れて行ってくれました。そのときに、イギリスの歴史などのお話をたくさん

聞かせてくれて、とても楽しい時間でした。 

 そのあと、レストランに行き、夜ご飯を食べました。料理の説明をしてくれたり、イギリスのことをたくさん

教えてくれたり、また逆に、日本のことや名古屋のこと、ウェストミンスター校と明和高校のことを話したりと、

とても充実した時間を過ごすことができました。料理もとてもおいしかったです。 

 移動するときは、お泊まりの荷物が入った鞄や、日本への大き

なお土産を持っていてくれたり、ドアを開けてくれたり、椅子を

ひいてくれたりと、驚くほどジェントルマンで、すごく感動しま

した。うまく英語が聞き取れないときは、ゆっくり言い直してく

れたり、言葉を簡単にしてくれたりしたので、楽しく会話するこ

とができました。バディーの家に入ったとき、とにかく大きくて

きれいで驚きました。用意してくれた部屋には大きなベッドがあ

り、一番驚いたのは、バスルームの大きさが 1 人部屋くらい大き

かったことです。すごく素敵なおうちと温かいホストファミリー

に迎えられてとても幸せでした。日本から持って行ったお土産も

とても喜んでくれて良かったです。 

 ウェストミンスター校の生徒は、宿題がとても多いそうなので、とても大変そうでした。だから、いつも通り

に過ごさせてくれたという生徒もいれば、たくさんお話をしたという生徒、日本の遊びをしたという生徒もいま

した。また、多くの生徒が、バスルームのシャワーの使い方が難しかったと言っていました。私自身も分からず、

聞くと、丁寧に教えてくれました。今回、一日間のホームステイでしたが、とても貴重な時間を過ごすことがで

き、素敵な思い出になりました。またもし機会があれば、経験したいです。 

 

［ＵＣＬを訪れて］ 

 3 月 12 日はイギリスで三番目にできた名門大学である UCL（University College London）に伺いました。こ

こでは、大沼信一教授や山本先生、多田先生、紅林先生に講義をしていただきました。 

 大沼教授には UCL の歴史に関する講義をしていただきました。その講義の中で、伊藤博文をはじめとする現

在の日本の基盤を作った先人たちが UCL で学んでいたと知り、事前に知ってはいたものの改めて UCL の歴史

に驚かされました。 

 山本先生には「魚の発生」に関する講義をしていただきました。研究としては、魚の発生から心臓修復の遺伝

子の発見、ヒトへの応用を考えたものでした。生物基礎は学校の授業の方で学習済みだったので知っている内容

と初めて聞く内容が混ざっていて、とても興味深い講義でした。 

 多田先生には「遺伝子とがん」に関する講義をしていただきました。魚卵の遺伝子操作から遺伝子とがんの関

係性につながっていたので、心奪われる講義でした。今まで私は、がんと言えば新しい物質の研究と思っていた

ので、一つの事象でも様々な見方・考え方があるということを実感しました。 

 紅林先生の研究室の方々には「磁石の波」に関する講義をしていただきました。磁石という今ではどこにでも

あり、なじみ深い物についての講義でしたが、全く知らないことや、考えてもみなかったことばかりでした。こ

のことから私は、身近なものでもメカニズムを知らないものが多いことを知ることができ、これからは普段の生

活から様々なことに対して興味を持っていこうと思いました。 

 これらの講義を通して私は、どんなことに対しても客観的視点・思考がとても大切であることを学びました。

様々なことに気づかせる講義をしてくださった大沼教授、山本先生、多田先生、紅林先生、本当にありがとうご

ざいました。 

バッキンガム宮殿前の広場 

物理実験室 



［ＵＣＬにて広がった自分の世界］ 

 ＵＣＬでは、大沼信一教授の講演を聞き、日本人の研究者が実際に働いている 3 つの研究室を見せていただい

た。まず、大沼信一教授の講演では、ＵＣＬという大学についての様々な話を伺った。印象的だったのは、ＵＣ

Ｌが日本の明治維新に大きな役割を果たしたということだ。明治維新で中心となって活躍した日本政府の偉人た

ちは、ＵＣＬに留学し、そこで得たことを生かして日本を作っていったそうだ。日本から遠く離れたロンドンに

ある大学が、間接的に私たちの国の発展に大きな役割を果たしたということが、非常に興味深いことだと感じた。

また、私たちにも入学のチャンスがあるという話をしていただいた。留学に興味があるので、今後の選択の大き

な参考になった。 

 次に、研究室の訪問では、実際に研究に使っている魚や器具を見せてもらいながら、研究内容の説明をしてい

ただいた。最初の山本先生の研究は、目がある魚と目がない魚について、そして、洞窟魚は、どのように朝が来

たことを認識するのかというものだった。着眼点が非常に興味深いと感じたし、結果が出たらぜひ教えていただ

きたいと思う内容だった。続いて、多田先生の研究は、がんに関するものだった。実際に、研究を行っている施

設内に入れていただき、顕微鏡で神経を着色されたメダカを観察させていただいた。大学の内部の設備を見せて

いただくのは、初めてだったので、とてもいい経験になった。最後に、紅林先生の研究は、磁気に関するものだ

った。そこには、日本人の研究者も所属しており、研究内容について詳しく説明していただいた。だが、非常に

高度な内容で理解するのは難しかった。研究の目的は、データ量の大きいものの通信を早くできるかもしれない

という工学的な側面と、磁場の中に磁石を入れた時にどうなるかという物理的な側面の両方があると伺った。こ

のように、一つの研究で、社会に貢献することと自分たちの探究心を満たすことを同時に果たそうとするのは、

研究の理想的な形だと思った。 

 私はこのＵＣＬ訪問で多くの新しいものを見て、知識を得たことで、自分の世界が大きく広がったように感じ

ている。この経験を忘れず、今後の人生を歩んでいきたいと強く思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［浜松ホトニクスを訪問して］ 

 私たちは、浜松ホトニクスの海外統括部という部署から派遣された

鬼頭さんにお話をうかがいました。浜松ホトニクスは、Ｘシートの部

品などをあつかう、電子管事業部、半導体の部品などをあつかう固体

事業部、異常検査の機械の部品をあつかうシステム事業部、レーザー

の部品などをあつかうレーザー事業推進部の４つの部署にわかれて

います。 

 浜松ホトニクスではニュートリノ検出の装置として有名なカミオ

カンデのセンサーをはじめとした、半導体、画像解析、レーザーなど

の装置の部品、約 15000 種類を販売しており、主に医療の発展に貢

献しています。会社の売り上げは 1433 億円でそのうちの 71％が海

外での売り上げであり、10 都市の海外拠点をもち、授業員は 4878 人

です。このように浜松ホトニクスは海外に進出している企業です。また浜松ホトニクスでは「先回りの精神」を

大事にしており、挑戦的な開発を進めるべく、売り上げの約 9％を研究費にあてています。 

 社内は開放的なつくりとなっており、現地の人達は熱心に仕事に取り組んでいました。鬼頭さん曰く、プライ

ベートと仕事の区別がはっきりとしているそうです。まさにワークバランスのとれた理想的な社内環境だと感じ

ました。海外の企業の多くは、子供の調子があまり良くないから、子供の迎えをしなければならないから、など

ＵＣＬ内にあるオブジェクト 



の理由で早退することが認められているらしく、女性に対する社内環境が日本に比べて

充実しているそうです。プライベートのことが職場で尊重されることが日本より多いの

ではないかと感じました。 

 海外で働くことの難しさについて、鬼頭さんにうかがったところ、やはりコミュニケ

ーションが挙げられました。日本で授業を受けているだけでは身につけることのできな

い難しさが、英語を話す人達との会話にあるのだと、私自身感じたことでもありました。

しかし、海外で働くことの大きな魅力は、友人を作ることができることだそうです。海

外へ行くことで仲のよい友人を作り、楽しい時間を過ごすことができると同時に、自分

の見聞を広げることができます。 

 今回の企業訪問を通して、海外で働くことについて考えるきっかけになりました。現

代はグローバル化が急速に進んでいるとよく耳にしますがまさにその通りだと感じま

した。海外で働くという選択肢を視野に入れ、自分の将来について考えてみます。 

 

［研究発表会について］ 

 私たちは３月１５日金曜日にウエストミンスター校で研究発表会

を行った。この発表会では１０人の生徒がそれぞれ自分の研究を英

語で現地の生徒や先生に伝えた。私たちは発表に向けて１２月ごろ

から準備を始めた。それからの約３カ月半の間は、ﾃﾞｰﾀを得るため

に実験や調査をし、それらをもとにしてアブストラクト、ポスター

を作成した。何度もそれらに修正を入れ、何度も先生方の指導を受

け、自分の発表を磨いた。また、冬休みが明けたころからはポスタ

ー等の完成度を高めることと並行して、発表練習を開始した。発表

練習では学校の先生方、本校のＡＬＴの先生、外部の外国人教師に

多くのアドバイスをいただいた。生徒同士もお互いに発表し合い、

お互いに高めていった。 

 何度も発表練習をし、自信をもって英国へ私たちは旅立った。発

表会前日の木曜日の夜は、最後の仕上げとしてホテルで見直した。

そして金曜日。午前中はウェストミンスター校でバディーと授業を

受けた。昼食を終えた後、研究発表会が開催された。初めは口頭発

表を行い、本校では４人の生徒が参加した。緊張の中彼らは素晴ら

しい発表を行った。その後、ポスターセッションを行った。ポスタ

ーセッションには約５０人の生徒や先生が集まり自分の興味のある

発表を見に行くという形だった。私の発表には思っていた以上の人

が来て、熱心に聞いてくれてとてもうれしかった。それに加えて多

くの質問をしてくれて達成感を感じた。             

 私たちは勉強、部活よりこの発表を優先させて頑張ってきた。実

験で思うように結果が得られなかったり、勉強や部活との両立に苦労したこともあった。いろいろな思いを抱え

たが、そんなことがあったからこそ多くのことを吸収し成長した今の自分がいる。これからも私たちは今回学ん

だことを生かして歩き続けていきたい。 

 

［口頭発表を終えて］ 

 自分の口頭発表の時間が近づいてくる中、特に緊張はありませんで

した。前三人の発表が終わり、小休憩を挟んでいよいよ自分の番にな

ったため、私は立って前に出ました。拍手が響く中聴衆の方を振り返

った私は、ウェストミンスター校及びハリスウェストミンスター校の

爛々と輝く瞳に驚き、安心しました。何を隠そう、発表における私の

一番の懸念は、自分の研究に聴衆があまり興味を持ってくれない、も

しくは研究内容が理解されないことで、ただ淡々と発表するだけにな

ってしまうことでした。実際に事前練習の際、私の発表練習を聞いた

研修メンバーから、発表について「難しい」「よく分からない」と、私

は何度も言われていました。しかしそんな私の心配は完全な杞憂で、

非常に速いペースでメモをとってくれる生徒やあいづちをうってくれる生徒の姿を目に捉えながら、私は高揚感

と共に発表を進めていきました。長い間インプットとアウトプットを繰り返してきた原稿は特に意識せずとも浮

かんできて、私には、練習の際先生に「笑顔が足りない」と言われたことなどを心の中で反芻する余裕さえあり

カミオカンデのセンサ 



ました。笑顔で、抑揚を付け、専門的な語句の部分では話すスピードを落とし、聴衆にアイコンタクトを取って

と、若干言い間違えることはあったものの、非常に順調に発表を進めることができました。 

 そして、発表を終えた私にいよいよ質疑応答の時間が訪れました。現

地での非常に早い英会話に打ちのめされていた私にとって、質問が聞き

取れるかということは大きな悩みの種でした。しかし、進行係の先生に

多少手助けしてもらうことはありましたが、問題なく質問の内容を把握

し答えることができました。この瞬間が、事前指導から当日を含めた研

修の中で、自分が成長したことを最も強く感じた時でした。研修が始ま

る前の私であれば、きっとほとんど質問を聞き取ることができずに、微

妙な雰囲気の中で発表場を後にしていたでしょう。 

 本当に大変なことばかりでしたが、今回の口頭発表の経験は、私にと

って非常に大きな自信につながる、素晴らしいものになったと思います。

大学に進んだ先、この経験は間違い無く活きてくると、私はそう確信しています。このような貴重な経験ができ

たことを大変嬉しく思うと共に、お世話になった先生方や研究をサポートして下さった大学院生の方々、そして

影ながら支えてくれていた家族には感謝の念が絶えません。このような機会を恵んで下さり、本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


