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　 春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。2014年組のメン
バーもケンブリッジでの現地研修によって多くを学び、日々精進している次第です。

　今回のニュースレターでは、今年度の研修報告、学祭出店、東京で行われたペン
ブロークカレッジの同窓会などについて掲載しておりますので、是非ご覧下さい。 

　 最後に、この同窓会を通してケンブリッジ研修参加者の繋がりがより一層深ま
ることを願っております。 

2014年　同窓会担当一同
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Message from Prof. SUZUKI 

メーテルはどこに 

　 2012年夏は数日の滞在、2013年は全く行けず久し振りのケンブリッジ。研修のクリア
ファイルやHPに掲載の情報もかなり古くなった。ケンブリッジ駅周辺は近代的な建物が
次々再開発中だ。キングズクロス駅も復古調で建て替えられた。未来永劫変わらぬ場所
など無い。ケンブリッジ市内のレストランなどの改廃はちょくちょくだ。うどんの
DOJOは消えた。デパートができてからも久しい。私主催のパブクロールも1軒目のThe 
Free Pressの経営者が変わり食物がブリティッシュでもなくなってきたので、2015年か
らは変更が必要かもしれない。2軒目のLive & Let Liveは相変わらずラム酒のメニューが
膨大で参加者にも人気がある。その後に公
園脇に出るトルコ人のケバブ屋台に寄るの
もパターンになってきた。カレッジから歩
15分の寮を九大で独占するのもパターンに
なった。OLD LIBRARYが改装中で、チャ
ペル裏のコートにテントができていた。カ
レッジの食堂は今では大変おいしい。朝は
具を選んでのオムレツその他ものすごい種
類のメニューだ。


　

　2014年の現地研修は8月18日出発9月11日帰
国で、旅行日は第1週末の土日、第2週末の
金土日、第３週末の土。今回も行先はエジ
ンバラとロンドンが圧倒的。あとはバース、
湖水、セブンシスターズ、リバプール、オッ
クスフォード、グロスター等である。私の
第1週末はリンカーン、ノッティンガム、コ
ヴェントリー、ハリポタスタジオ、ロンド
ンHMSベルファスト、第2週末はウェスト
ハイランド鉄道、マレイグ、フォートウィ
リアム、オーバン、マル島、アイオナ島、
スタッファ島、第3週末はロンドンのリンカ
ン・イン、ジョン・ソーンズ博物館、子供
博物館、エミレーツロープウェイ、カティ
サーク号、ペインテッドホール、カートゥー
ン博物館。今後はスコットランドや離島を
中心に訪問したい。
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ウェストハイランド鉄道ジャコバイト号：ハリポタロケ地

ハイランドのオーバンからマル島へ向かう航路から



    　　                    

　 早いもので2015年は第20回記念の研修になる。廣田先生は移籍先の福岡女学院も定年で
完全リタイアされたが、元気に渡英。相変わらず行くと挨拶する人が数千人いるので大
変だ。


　 授業は今でも英語と専門の組合せだが、Ａ＆Ａは若い先生に替わって現代美術にシフト
した。Modern Britainのアレックスは今年で最後かを繰り返している。Scienceには夜の
天文台があったが天気が悪く残念だった。


　 今年も３週間を28名が駆け抜けた。毎年ペンブロークのキャンパスと寮に九大生が足跡
を残すわけだが、多くの参加者にとっては去って帰らない場所だ。しかしメンバーが入
れ替わって毎年誰かが九大からやってくる。それを見届けている私は、まるで『銀河鉄
道９９９』のメーテルのようだ。参加者の青春の１ページに一期一会で寄り添いながら、
毎年のように違う誰かを世話している。毎年のように行けて羨ましいという人もいるけ
れど、メーテルにはメーテルの悲しみがある。


　 人生は短い。時間に限りがあるからこそいっときいっときが大切に思えてくる。ケンブ
リッジはいつまでもあるだろうが、私達は数十年の命だ。みんな何かを成し遂げたまえ。
紅き唇あせぬ間に、明日の月日は無いものを。


2015年組始動  

　 2015年組の参加者が決まった。定員いっぱいの30名。しかし今回は応募者が少なく、落
選した方々はわずかだった。しかし参加者の平均のTOEFL-ITPスコアは過去最高。法学
部がゼロなのはさびしい。今回は医学部と工学部が多い。学習連絡会はいつものように
12月、４月、６月、８月と予定されているが、12月の学習連絡会のあと、後期の授業期
間いっぱいまで、毎週金曜日の昼休みに全員が集まって、現地での週末旅行の相談やグ
ループ学習の打ち合わせ等に使える時間とする。このやり方は2014年組から試行してみ
たのだが、そのときは全員参加を前提に日程調整をしたわけではなかったので、今回か
らどれだけ成果がでるのか楽しみである。
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2014年組研修報告 

研修体験談 
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　 まずは僕たちが言葉も食べ物も社会通念もいる人たちも違ったイ
ギリスという国へ一ヶ月行けるという貴重な体験をするために協力し
てくださったすべての方々に感謝したいと思います。この研修を通じ
て世界のトップクラスの大学の施設を利用させて頂くばかりではなく、
現代の世界を作り上げてきた世紀の発見の現場や指導者たちの足跡
を辿ること、さらには、現代そして次世代のリーダーと成るべき人材
そしてその育成に関わってこられた方々と交流することができて本当
に幸せでした。そればかりでなく、この研修に行くために一緒に準
備をしてきた同じ目標に向かって頑張った意識の高い仲間と出会えた
ことも僕にとっては幸せでした。きっと僕の中で一生忘れられない一
夏の出来事となるでしょう。

TOMOTAKA 

MORI

　 美しいケンブリッジの街で、世界各国から集まった優秀な学生に
囲まれ、14年組のひとりひとりが最高の経験をさせていただいたと
思います。PAや先生と話したり、授業を受けたり、パブへ行ったり
と様々な体験をし、ケンブリッジを肌で感じることができました。
また、英語はもちろん、PAや先生、週末旅行での現地の人との交流
を通して、イギリス人が自国をいかに誇り愛しているか、などという
文化的な面も多く学びました。本当にいろいろな経験をし、感動や
楽しみに溢れる毎日で、3週間があっという間に終わってしまいまし
た。この経験を、これからの国際社会を生きる糧にしたいと思います。

MASAAKI 
MATSUZAKI



 
・Google Mapのストリートビューに!? 

　何と１４年組の３人が、Google Mapのストリートビューに映って
いました！メンバーの１人が、ペンブロークカレッジから、セルウィ
ンガーデンへ帰る道をストリートビューで見ていたところ、偶然発
見したようです。この短期間の間に、しかもイギリスで映るなんて
すごいですね！　


・アルンマウス駅で２時間立ち往生!? 

　　週末旅行１週目の２日目、エディンバラの帰りにハリーポッターのロケ地にもなっ
たアニック城に行きました！最寄りのアルンマウス駅からアニック城までは、タク
シーで行ったのですが、帰りに駅までのタクシーを探した時、バンクホリデーの影
響で、タクシーが全くつかまりませんでした。しかも７人と人数が多かったので、２
台のタクシーを探さないという事態。刻々と迫る予定の電車の時刻。みんなで現地
の人に聞き込みをしたり、タクシー会社の電話番号を教えてもらって電話をしたり
で１時間くらい経ったところ、たまたま話を聞きつけた親切なおじいさんが車で乗
せてくれるということになりました。この直後、タクシー会社に電話して、５分後
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BREAKING 
NEWS



に１台タクシーが来ることに。そこで、４人はおじいさんの車に乗り、残りの３人
はタクシーを待つことになりました。４人は、何とか電車に間に合いました！しか
し、タクシーの３人は、間一髪で間に合わず、次の電車を２時間も待つことに…。
この時電車の中から駅に着くタクシーが見え、中の１人と目が合ってしましました
（笑）この後寮に戻ってからもわだかまりが生まれず、残りの生活もなく仲良くやれ
たので良かったです。
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アニック城でのクィディッチ

魔法をかけるハリーポッター



・クラブの帰りにストーカー!? 

　 最後のフォーマルディナーの後、まだまだ話し足りず、みんなでパブへ行きました。話
に花が咲き、あっという間に時が過ぎ、パブも閉店の時間となりました。まだまだ元気だっ
たメンバーは、先生のオリバーの提案でケンブリッジのクラブへ行きました。フレンドリー
なイギリス人に混じって踊ったりととても楽しかったです！午前２時を回ったあたりで、
ようやく寮に帰ることに。その道中、奇妙なイギリス人が一緒に付いてきました！

特に危害を加えてくることはなかったものの、PAの問いかけにはっきり答えず、困る
PA…。私たちの安全を考え、念のため彼をペンブロークカレッジのポーターの元へ連れて
行きました。寝ているポーターを起こし、ポーターズロッジにポーターとその不審者を残
し、私たちは無事寮へ帰りました。翌朝分かったことは、彼はキングスカレッジのサマー
スクールの生徒だったようで、特に問題はなかったようです。ただの酔っ払いだったので
しょうか？？何はともあれ、無事研修を終えることが出来て良かったです。ただ、今でも
あの時叩き起こし、寝起きでいきなり不審者と２人にさせられたポーターさんを気の毒に
思います（笑）


・武井咲に遭遇!? 
　 帰りのヒースローから羽田の飛行機は、武井咲と一緒の便で帰国しました！ヒースロー
空港でチェックインを済ませた後、ショッピングをしていた時にメンバーの1人が偶然発
見。話はすぐにみんなに広まり、武井咲を探す人が続出。しかし、どこかへ消えてしまい
ました。でも、多分同じ便に乗ると考え、搭乗時に探すことに。そして、ビジネスクラス
の席に座る武井咲を発見しました！私たちはもちろん後方のエコノミーなので、前方のビ
ジネスクラスを通り過ぎる時、すぐ隣に発見しました。顔小さくてめちゃくちゃ可愛かっ
たです！
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Schedule








Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

18 Aug 19 20 21 22 23 24

Departure

Arrival 

Welcome 
Buffet

Test 

Welcome 
Dinner

PA Tours Weekend 
Trip

Weekend 
Trip

25 26 27 28 29 30 31

PA 
Activities

Cream Tea 
in the 
Tomas 

Grey Room

Weekend 
Trip

Weekend 
Trip

Weekend 
Trip

1 Sep 2 3 4 5 6 7

PA 
Activities 

Formal Hall

PA 
Activities

Trip 
to 
Ely

Weekend 
Trip

Trip 
to 

Grantchester

8 9 10 10

Evaluations 

Farewell 
Dinner

Departure Arrival
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Life in Cambridge



・Departure








・Arrival






・Welcome Buffet
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ロンドン上空から PAのスーボンとアナのお出迎え

羽田空港での集合写真

@Tomas Grey Room



・Welcome Dinner


・PA Tours
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男子全員での集合写真

@St. John’s College





・Cream Tea
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いい写真を撮ろうと頑張るメンバー

@Jesus College

@Tomas Grey Room



・Formal Hall
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Modern Britain Art and Architecture



・PA Activities















・Pub Crawl
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Loch Fyne Indian House

Smoke House

メンバーがお世話になったケバブ屋台



・Grantchester








・Farewell Dinner
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@The Orchard

Science

Modern Britain



・Departure
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九大祭出店 

　今年も例年通り九大祭に、”Café Pembroke”を出店しました！13年組14年
組の同窓会員を中心に準備を進めました。OBの方々を含めた過去の参加者
の方々からも多くのお手伝いを頂きました。例年通り、プレーンと紅茶の２
種類のスコーン、フィッシュ＆チップス、ライスコロッケを販売しました。
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自信作のフィッシュ＆チップス ガウンを着たテディ＆スコーン



ペンブローク世界同窓会 
Pembroke College Circle Launch Event in Tokyo 

Introduction from Prof. SUZIKI 

　2014年11月22日、東京日経コンファレンスルームにおいて、Pembroke College 
Circleの発足イベントが行われた。来春にはカリフォルニアでも実施される予定。
この組織は、ペンブロークカレッジが、国際プログラムの参加者も広く含めた緩
やかな同窓会的なものとして今回設立したものだ。私達の同窓会ルートで事前に
声かけをした結果、12名の過去の参加者が集まってくれた。2014年組１名、
2012年組１名、2008年組５名、2007年組４名、2002年組１名。式では今年度か
らDr Alan Dawsonに替わってInternational ProgrammeのDirectorになったDr 
David Jarvisと、カレッジ長（Master）で貴族のSir Richard Dearlove（任期あと
わずか）が挨拶に立たれ、後は日本の関係大学の学生たちをはじめ250名程度の
参加者で楽しく歓談した。この会合のセッティングには廣田先生と御嬢さんの佳
子さんが大変な努力をされた。このCircleは加入しても費用はかからず、定期的に
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通信を送ってくるタイプのもので、メンバーシップカードにより、ペンブローク
カレッジの食堂で食事をする権利（もちろん学内向け料金はかかる）等々の特典
が与えられる。詳細はペンブロークカレッジのHPのInternational Programmeのと
ころのPembroke College Circleの項を参照。


参加者の声 
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　2014年11月22日に東京の東京日経コンファレンスルームにお
いてPembroke College Circleの発足イベントに参加してきまし
た。2014年組の中では唯一の参加となって、初めは肩身の狭い
思いをするのではないかと思っていました。ところが、全国か
ら集まった過去の先輩たちにとても優しく接していただき、そ
して、様々なお話をしていただきとても充実した時間を過ごす
ことができました。ペンブロークに行った年は違えどこの研修
に参加したということで大きなつながりを感じ、不思議と話は
弾んでいました。そのほかにも同じ年に参加していた他の大学
の友達とも再会をすることができて、九州大学の2014年組だけ
でなく過去の先輩そして他の大学の友達とも垣根を越えた繋が
りを感じました。この同窓会を通じてこのような輪がどんどん
広がっていけたらいいなと感じました。

MASAAKI 
MATSUZAKI



Pubs in Fukuoka 

知っている方も多いと思われますが、知らない方々のために福岡でイギリス気
分が味わえるブリティッシュパブを紹介したいと思います！紹介する店は、全
てカウンターで料金を支払い、その場でビールをもらう「キャッシュオンデリ
バリーシステム」を採用し、本場英国と同じ雰囲気を楽しむことができます！





British Pub Morris RedFox 

 

福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り7F

地下鉄 天神駅 徒歩5分


知らない人はいないのではと思われる
くらい有名な店。特徴は何と言っても
世界の樽生ビールが最大11種類！ま
た、夜にオススメな広いテラス席もあ
ります。ストロングボウはここで飲め
ます！





British Pub Morris Black Sheep

福岡市中央区大名2-1-20 ARK20 1階

地下鉄空港線(1号線) 天神駅 2番出口 徒歩5分

地下鉄空港線(1号線) 赤坂駅 5番出口 徒歩5分


RedFox同様言わずと知れた有名店。世
界の樽生エールビールや樽生サイダー等
が6種類、瓶ビールも含めると50種以上
の世界のビールが楽しめます。イギリ
スで飲まれた方も多いエール、アボッ
トはここで飲めます！
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British Pub Morris Hippo



福岡市博多区下川端3-1 博多リバレイン1F

地下鉄空港線（1号線） 中洲川端駅 徒歩1分


天神の２店のモーリスに比べると、そ
こまで有名ではないHippo。しかし、
イギリスではどこのパブにも置いてあ
るとまで言われるサイダー、アスポー
ルが飲めます！イギリスで飲まれた方
も多いのではないでしょうか？





British Pub Rugby



福岡市西区北原1-7-8メルヘンローズ学研都市1
Ｆ

JR筑肥線九大学研都市駅 徒歩1分


2013年11月にオープンした、イギリス
発祥のスポーツ、ラグビーをテーマに
した店。ギネスなどをはじめとする様々
な輸入ビールを楽しめる。店内もオシャ
レで、九大学研都市駅から近く九大生
にオススメ！
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同窓会加入について 

1.同窓会新規登録・登録内容変更について

 

　同窓会では、歴代の参加者の名簿を作成しています。登録がお済みでない方、登
録内容に変更のある方は、下記の同窓会HPに従って登録していただくか、下記の
内容を差し支えのない範囲でメールに記載の上、同窓会運営までお送りください。 


Mail: kyushu.cambridge.reunion@gmail.com 

URL: http://www.flc.kyushu-u.ac.jp/~yubun/cambridge.html


 ○お知らせいただきたい内容(赤字部分は特に) 
・研修参加年 
・研修参加当時の所属(大学・学部・学科・学年) 

・氏名(ふりがな) 

（変更のある場合は（）内に変更前のものをご記入ください）

例 川口（山田）麗子 
・研修時点での所属サークル 
・連絡先電話番号(携帯でも可能) 
・PC メールアドレス ・現住所(郵便番号、マンション名など詳しく) 
・帰省先住所 
・大学時代の留学経験、留学先 

・現在の所属(差し支えなければ部署や研究室等も) 

・同窓会管理人以外からの同窓生からの連絡の可否 


いただいた情報は、同窓会運営が責任を持って管理し、次の目的に利用させていた 
だきます。 
・ニューズレターの送付 
・イベント等へのご案内 

・研修参加希望者、同窓生への紹介(許可していただいた方のみ)

 ・その他、各種ご案内(書籍の宣伝など) 


また、お知り合いに未登録の方がいらっしゃいましたら、お声掛けをお願いいたし

ます。
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http://www.flc.kyushu-u.ac.jp/~yubun/cambridge.html


2.同窓会名簿を活用しましょう！

 
　 1996年から始まったこの研修の参加者の数は、2014年組を含めて700名強とな
りました。何かと悩みの尽きないこの人生(涙)、研修を終えて活躍されている先輩 
に、就職や研究あるいは後輩と関わりを持ってみたいというそこのアナタ！ぜひ、
同窓会管理人にご連絡ください!どんどん研修参加者の交流を深めましょう！


Mail: kyushu.cambridge.reunion@gmail.com
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書籍のご案内 

　

 鈴木右文先生の著書、『ケンブリッジ大学英語・学術研修への招待―名門校で学
ぶ,暮らす,国際人になる』が九州大学出版会より発売されております。2014年度研
修においては、事前連絡会のテキストとして使用しておりました。ケンブリッジ研
修での経験や先生のアドバイス等、今後再びイギリスへ行く場合にも役に立つ、あ
るいはケンブリッジ研修を懐かしむことも出来る内容が盛り込まれております。一
般書店での注文も可能です。鈴木先生に直
接発注される場合、2割引になりますが、
発送の際にゆうメール着払いとなりますの
で、追加で送料320円程度をお支払いいた
だくことになります。もし鈴木先生に直接
発注する形で購入希望の方がいらっしゃ
いましたら、鈴木先生のメールアドレス
(yubun@flc.kyushu-u.ac.jp)まで購入希望
の旨を伝えていただけますようよろしくお
願いいたします。
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mailto:yubun@flc.kyushu-u.ac.jp

