
 

 
皆さんいかがお過ごしでしょうか。2016年組は現地研修を終え、九大での大学生活に戻り

忙しい毎日を過ごしています。2017年組も無事に集まり、現地研修への準備を着実に進め

ています。過去に参加された先輩方にとっては、あの頃を振り返る一助として、これから研

修に参加する2017年組の皆さんにとっては、現地研修を具体的にイメージするための一助

として、読者の皆様のニーズに合わせた読み方をしていただければ幸いです。 
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☆鈴木先生 

この１年 
  

鈴木　右文 
  
【研修存続の危機？】 
　さすがに肝を冷やしました。皆さんもご存じのとおり、現地研修は１回毎に私が契約者に

なっていますが、最低催行人員分の支払いができないと成立せず、そうなると他の大学に

とってかわられてしまい、研修の歴史が幕を閉じる可能性が高いです。その悲劇を避けるた

め、募集に力を入れ、また事前研修をしっかり積んだ研修生を送り込んでいるつもりです

が、ここ数年５月～１０月中旬の申込期間のうち、後期が始まる前に申込者が定員を突破

し、最終的な申込者数が定員の２倍近くになるのが普通だったのに対し、なぜか２０１７年

組の募集では、９月下旬の段階で申込者数が一桁で、後期の１年生の授業で緊急のチラシ配

布を行い、１年生全員にメールを送付し、申込者のいなかった医学科のクラスには世話教員

が直接出向いてリクルート活動をし、参加の条件である水曜５限のミーティングの予定を撤

回しました。 
　その甲斐があってか、締切間際の２日で２０名程度（例年なら５名前後）の滑り込みの申

込者があり、最終的には募集定員３０名（最低催行人員２７名）に対して約５０名の申込者

があり、一安心しました。一時はどうなることかと思いました。 
  
【学内の位置づけ】 
　この科目は現在基幹教育言語文化科目学術英語認定科目となっており、授業扱いです。以

前には海外研修による単位認定で「英語Ⅳ」などの既存の科目２単位分になっていました

が、現在はこの研修自体が科目となっています。 
　１１月２９日には国際交流専門委員会で１５分ほどのプレゼンを行いました。これも正式

に科目となっていなければあり得ないことです。大学役員の先生方にもこの研修の認知度は

高いと思います。 
　２０１７年３月実施分から、九大他の国立大学で共同して実施しているモナシュ大学英語

研修の学術英語認定科目としての担当者に私がなることになりました。ますます忙しくなり

そうです。 
  
【内田先生】 
　２０１６年夏の現地研修には、言語文化研究院の同僚である内田先生にも前半だけ随行し

ていただきました。私の前任者と私との年齢差と私と内田先生の年齢差が同じくらいで、ま

だ正式に将来の後任となっていただくことに決まっているわけではありませんが、頼もしい

方に加わっていただけたと思っています。現地での学生さんたちへの溶け込みも早く、若

いっていいなと素直に思いました。最近髪が真っ白の私ではあまりに参加者とギャップがあ

りすぎますね。 
  
【２０１６年組】 
　２０１６年組２９名は無事プログラムを終えました。最後に提出されたレポートでは参加

者の成長と充実した様子が伺えました。もちろん世話教員としての改善の余地も発見しまし

た。２０１７年組は何かひとつでも改善が出来たらと思っています。 
　夏は最初の週末が暑くて、グランチェスターもパンティングも気分がよかったです。ま

た、参加者にパブや酒類のリサーチをよくした方々がいて、私自身も新しいパブ数カ所を訪
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れ、ラムに続いてジンに目覚めました。「やまや」でも手に入るHendrick’s、少し高いです

が、逸品です。私はもしかしたらスコッチよりもジンが合っているかもしれません。 
　２０１６年組はいつになく提出物に問題がありました（！）が、事前の準備や現地の充実

ぶりには目を見はるものがありました。蒸留所ツアーをしたり、フォートウィリアムにジャ

コバイト号を見に行ったグループは研修の歴史で初めてではないでしょうか。セブンシス

ターズにイーストボーンから歩いて向って途中で果てたグループもありましたっけ。 
  
【今後】 
　２０１７年組からは、社会歴史系の専門科目がなくなり、かわりに人文芸術系が２つにな

ります（専門科目はこれらと自然科学で３科目であることには変わりありません）。 
  
【レールパスが日本での座席指定不可に！】 
　世話教員として２０１６年組で最も困ったのは、レールパス（外国人専用）について国内

業者で座席指定を取ることができなくなったことです。従来は主な区間で座席指定ができた

のですが、寝台だけしか取れなくなりました（スコッツレールではウェブでパス所有者に対

する寝台予約券を発売していましたし、国内業者でも手配できました）。これは英国内の座

席指定を取り仕切る部署が扱いを変更したからのようで、日本で事前に昼の列車の座席指定

を取ろうとすると、ウェブでパスとは別に乗車券を買うしかなくなり、高くつくことになり

ました。エジンバラから一気にロンドンへ座席指定付乗車券をウェブで取った上でなどとな

るとかなり高くなります。途中観光で降りて、短区間を指定なしで乗り継いだグループも多

かったようです。エジンバラから湖水地方へ行く人たちは、列車が混雑するため、別途乗車

券をウェブで購入して予約を取りましたが、数ヶ月前にウェブで予約すると正規料金より安

いので、別途購入してよかったのではないかと思います。もちろん現地に行けばケンブリッ

ジ駅で予約は取れるのですが、それでは人気列車の場合は遅いですからね。 
  
【旅は続く】 
　２０１６年夏の私の英国の旅は概略以下のようなものでした。 
◆日帰り：キングズ・リン 
◆第１回目 
１日目：夜行でエジンバラ＞世界遺産フォース鉄橋＞古都ダムファームリン（鉄鋼王カーネ

ギーの故郷：カーネギーホールあり）＞王宮跡のあるリンリスゴー＞エジンバラ

（ジョージアンハウス、ダイナミック・アース、ミリタリー・タトゥ） 
２日目：アニック城（ハリポタ撮影地）＞リンデイスファーン島 
　　　（この島は干潮時にしか車で渡れない。一日２往復のバスで渡る） 
３日目：世界遺産ニュー・ラナーク 
◆第２回目 
１日目：フェスティニオグ鉄道＞ウェルシュハイランド鉄道＞世界遺産カーナヴォン城 
２日目：ホーリーヘッド＞世界遺産ボーマリス城＞スランドゥトノ（グレートオーム鉄道） 
３日目：世界遺産コンウィ城＞ペンリン城 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 
 
ﾌｫｰｽ鉄橋：ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗ郊外の世界遺産 ﾐﾘﾀﾘｰ･ﾀﾄｩ：初体験、参りました　ﾘﾝﾃﾞｨｽﾌｧｰﾝ島：ｷﾘｽﾄ教布教の拠点 

 
 

ﾆｭｰ･ﾗﾅｰｸ：ﾛﾊﾞｰﾄ･ｵｰｳｪﾝの理想工場 ｳｪﾙｼｭ･ﾊｲﾗﾝﾄﾞ鉄道：ｳｪｰﾙｽﾞは保存鉄道天国 ｸﾞﾚｰﾄ･ｵｰﾑ鉄道：路面ｹｰﾌﾞﾙｶｰ 

  
世界遺産コンウィ城　　　　　　　　　　　ペンリン城　　　　　　　　なぜかｳｪｰﾙｽﾞでﾊｷﾞｽﾀﾜｰ 

  
最近はスコットランドに手を出しています。定年までには一通りスコットランドもカバー

できそうですが、アウターヘブリディーズ諸島とかセント・キルダとかはどうしようかと

思っています。スコットランドの島の秘境感がたまりません。おかげで英国以外になかなか

行けませんが、スイスアルプスを堪能して満足したので慌てません。皆さんのケンブリは私

のスイスにあたるのではないかと思います。 
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☆内田先生 
A small step but a giant leap 

 
内田　諭 

  
  
ケンブリッジは2回目だった。1度目は2015年の春で、鈴木先生と下見（ランデブー）に

行ったときだ。春先の寒い時期だったが、天候に恵まれ、ケンブリッジの街に大いに魅了さ

れた。2度目は2016年の夏、学生たちとともにケンブリッジ大学英語・学術研修に参加した

ときである。つまり、今回が学生と一緒に行ったのは初めてだったが、控えめに言って最高

に楽しかった（※鈴木先生とのランデブーには違った魅力（意味深）があったことを付記し

ておきます）。 
  
夏の研修の日程は前回よりも余裕があったので、ケンブリッジの街をゆっくり堪能すること

ができた。カレッジを巡り、パブを回り（お酒は飲めないが）、大いに観光を楽しむことが

できたし、旧知のケンブリッジ大学の先生と共同研究に向けての打ち合わせができたことも

有意義だった。また、同行した学生たちとの交流が滞在を充実したものにしてくれた。「見

習いの引率教員」であった私だが、学生たちは距離を取らずに親しく話してくれたことが何

より有難かった。人生を語り、恋を語り、ビリヤードをして、パンティングをする。日本で

はなかなかできない経験を共有することができ、大きな財産になったと感じる。日程の都合

上、残念ながら前半のみの参加となったが、学生たちとの交流を通して彼らの成長を間近に

見れたことはこの上ない喜びだった。 
  
この研修はいろいろな意味で良くできている。特に事前研修の綿密さは、世界を見渡しても

これほどしっかり行っているものはそうはないだろう（貴重な時間を割いて切り盛りする鈴

木先生には本当に頭が下がる）。「留学に行けば英語ができるようになる」と思っている学

生もいるが（この研修に参加する学生にはいない）、もちろんそうではない。留学を実りあ

るものにするには、入念な準備と事前学習が重要であることは言うまでもないが、この研修

では参加者全員が長期に渡る事前研修に参加し、学習の成果を共有することができる。現地

でゼロから学習を始める他大学の学生と比べて、九大グループは大きなアドバンテージを

持っていると感じた。現地ではいくつか授業を見学したが、先生方はそれぞれ個性的な授業

を展開し、すべての授業期間を無駄なく使っている。街全体が教科書で、授業の空き時間で

さえも学びの時間となる。PAとの交流、寮での集団生活、自分で計画した週末旅行など、

どの一部を切り抜いても今後の人生に活きてくることだろう。 
  
研修に参加した学生たちがそれぞれ確実に成長したことは私の目から見て明らかである。英

語力や知識だけではない。何より大きいのは「一歩を踏み出す勇気」を身に付けたことでは

ないかと思う。この研修に参加する最初の一歩を超え、ハードな事前研修をやり抜いた。そ

して異国の地へ一歩を踏み出し、すべて英語で行われた授業をやり遂げた。人間関係を一歩

深め、腹を割って話し、夢を本気で語れる仲間ができた。相手が日本語を話さなくても、一

歩踏み出してコミュニケーションを取ろう、そんな姿勢が身についた―。これら一つ一つは

小さな一歩だが、確かな前進であり、長い目でみれば大きな跳躍の原点となるだろう。進学

や就職に際しても、この1歩の差は、大きく効いてくるに違いない。もし人生や人間関係に

悩むようなことがあれば、その原点に戻ればいい。君たちにはケンブリッジという確かな原

点があるのだから。 
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 グランチェスターの果樹園にて 
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☆同窓会係から 
綾部将典 

 
(この原稿は年末に書いている)年の瀬が近づくと、今年を振り返る

番組が増える。2016年はオリンピックイヤーだったことから、オリ

ンピックの映像がよく流れている。メダルを獲得した選手が多くい

たことは知っているが、メダル獲得の瞬間や表彰式の様子など、ピ

ンと来ないものも多く、家族の会話からはフェードアウトしている

今日この頃である。 
　世界がオリンピックに沸くころ、我々はイギリスにいた。寮にテ

レビはなく、カレッジのパーラーに一台あるだけ。そのテレビに映

るのは、Team GBの選手ばかり。それには目もくれず、我々はビリ

ヤードに興じたり、授業の準備に追われたり、雑談したり、とパー

ラーでゆっくりとした、九大の学生食堂とは異なる時間の流れを感

じていた。 
　テレビもない、オリンピックも見れない、そんな悲しい夏休み

だったろうか？むしろ、そこにそんなものは必要なかった。Pembrokeの歴史ある教室で講

義を受け、広い芝生のグラウンドでサッカーをして、疲れた体でパブに立ち寄り、たまには

パントをして日付が変わる前には熟睡。これだけで毎日は満たされていた。世界の熱狂の中

心はリオだったかもしれないが、我々にとっては間違いなくケンブリッジが「熱狂」の中心

だった。 
　三週間ほどの滞在でしたが、人生で最も思い出に残る三週間でした。どれもこれも、とも

に研修を乗り切った仲間、送り出してくれた家族、Pembrokeでお世話になった先生方そし

て鈴木先生、内田先生のおかげです。この場を借りて御礼申し上げます。 
 

滝本真希 
初めての海外経験が、このケンブリッジ大学英語・学術研修で良

かったと心から思います。この研修を通して多くのことを学び、

得ましたが、一番の財産は何といってもこの研修で出会った人々

とのつながりです。特に、2016年組のメンバーからは多くの刺

激を受けました。自分とは異なる価値観を持った個性豊かなメン

バーの考えに触れて、自分に欠けているものや不十分なものに改

めて気づかされ、そこから、新たな視点、新たな目標を見つけら

れたことが何よりも良かったと思います。皆に助けられっぱなし

の研修でしたが、とても感謝しています。もちろん、右文先生、

内田先生、現地の先生方、PA、家族など、この研修に関わって

くださった全ての人々に本当に感謝しています。この研修で学ん

だことを活かして、これからは、自分の夢に向かってこれまで以

上に勉学に励むとともに、何事にも誠実に取り組んでいきます。一生ものの思い出をありが

とうございました。 
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☆スケジュール 
 
 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

15-Aug 16-Aug 17-Aug 18-Aug 19-Aug 20-Aug 21-Aug 

 Arrival 
 

Welcome 
Buffet 

Test 
 

Welcome 
Dinner 

 
PA Tours 

  Grantchester 
& 

Punting 

22-Aug 23-Aug 24-Aug 25-Aug 26-Aug 27-Aug 28-Aug 

   
Cream Tea 

 
 

  
Three Days Travel 

29-Aug 30-Aug 31-Aug 01-Sep 02-Sep 03-Sep 04-Sep 

 
Formal 
Dinner 

 

  
 

  
Three Days Travel 

05-Sep 06-Sep 07-Sep     

 Exam 
 

Farewell 
Dinner 

 
Departure 
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☆授業科目 
art&architecture 
 
Art&Architectureの授業は、この研修屈指のイケメン紳士William先生が担当されました。ペ

ンブロークカレッジ近くにあるフィッツウィリアムミュージアムには超有名画家たちの絵が

ズラリ。モネやルノワールで有名な印象派やピカソを代表するキュビズム、そしてシュール

レアリズムやポップアートなどの現代美術を肌で感じることができました。もちろん、ケン

ブリッジにあるのは絵画だけではありません。現代建築の巨匠たちが設計した建物にも実際

に足を運び、先生に解説していただきました。座学だけでなく、芸術を「体感」できるのが

この授業の素晴らしいところです。「与えられた作品と似た写真を撮る」という最終課題で

は、全員が渾身の一枚を製作しており、いかに芸術への熱が高まっているかを感じさせまし

た。もともと、「ゲイジュツ…？」というような状態だった私たちですが、William先生の

授業によって芸術に目覚め、帰国後は自ら美術館に赴くまでになりました。 
河村真理 
 

 
 
 
 
 
science at cambridge 
この授業では、ケンブリッジ大学の著名な科学者たちと彼らの理論を実験や映像を通して学

び、ケンブリッジ大学における最先端の研究に実際の設備や博物館等を見学しながら触れる

というとても貴重な体験ができました。担当のポール先生はケンブリッジ大学の先生で、生

物学を中心に研究なされている、とても愉快な先生です。授業では、メントスコーラ、ペッ

トボトルロケットといった実験を多く行ってくださり、実体験を通して科学を学ぶことがで

きました。また、ポール先生は天文台、博物館、そして植物園などの実際に研究が行われて

いる現場にも連れていってくださり、ケンブリッジ大学における科学研究を間近で実感でき

ました。さらに授業には、私たちが遊びを通して楽しく科学を学ぶ工夫もなされていまし

た。パンティングをしながら、川から見える科学にまつわる建造物の説明や力学についての

豆知識を得、謎解きや殺人事件の推理ゲームを通して科学的思考法を学ぶことができまし

た。ポール先生はこれらのユニークな授業全体を通して、計算式や文字では味わうことので

きない、“生きた”科学に触れるという貴重な体験を私たちに与えてくださいました。 
鹿庭圭太 
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左：ケンブリッジの町にある大きな植物園。授業中にポール先生が案内してくださった。 
中央：謎解きで使う証拠たち 
右：パントをするポール先生 
 
 
 
British Culture History 
　British Cultural Historyの授業では、イギリスの歴史や文化について詳しく学べるだけでな

く、イギリスの芸術家や作家、科学者について学ぶこともできました。教科書に載っている

事実を話すだけでなく、その出来事が起こった理由や関連する出来事も話してくれたので毎

回とても興味深い授業でした。Richardの話すスピードは速くノートをとるのはかなり大変

でしたがPAのPrashannaがとり方を教えてくれたのでなんとかそれらしくできるようになり

ました。Richardは講義だけでなく昼休みにキングス・カレッジのチャペルやトリニティ・

カレッジの図書館にも連れて行ってくれました。そこでは説明のパネルよりも更に詳しいこ

とを一つ一つ説明してくれたのでとても勉強になりました。Richardの授業を通して、ただ

歴史的事実を学ぶのではなく、その背後にある出来事の存在を知ることの重要性を学ぶこと

ができました。 
　天野智文 
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英語クラス 
石塚智大 
英語の授業は3つのクラスが用意され、日替わりですべてのクラスを受講しました。あるク

ラスではどのように文章を速読したらよいかや、論文の引用の仕方などを学びました。参考

となるサイトも紹介してくれ、今でも役に立っています。別のクラスでは、リオデジャネイ

ロオリンピックにちなんでオリンピックについて議論し、美術館に出かけてそこで彫刻を

デッサンしてストーリーを創作したりしました。さらにもう一つのクラスではシェイクスピ

アの作品を取り上げて、それについて学んだり。ただ、人間関係が複雑で理解するのが大変

でした。さらに、各自でケンブリッジ内に点在する博物館、美術館から一つを選んで訪問

し、グループでその内容についてプレゼン発表しましたが、芸術の知識が乏しい僕には大変

でした。それぞれ特徴の違うクラスですが、共通している点は、オーラル発表が多いという

ことです。一度日本語で考えてから英語にしているとどうしても発表が遅くなったりおかし

な英語になったりしてしまうのですが、数分考えてすぐ発表、とかばかりだったので、英語

脳にするにはいいトレーニングだったと思います。お陰で、プレゼン発表では原稿を覚える

必要がなくなるほど慣れていきました。 
 
佐野友香 
英語の授業としては、日替わりで３つのクラスを受けました。各クラスを受け持つ先生独自

の授業内容でしたが、共通して言えたのは生徒参加型である事。数人に分かれての意見交換

や、全員の前での発表は毎度の事でした。加えて、印象的だったのは、外の芝生での詩の朗

読や、公園での劇などの野外活動。（本当は、芝生は立ち入り禁止です笑）また、様々な博

物館・美術館が徒歩圏にあるケンブリッジならではの、各場所訪問＆プレゼンの授業もあり

ました。授業内容はもちろん、自分の意見とその裏付けを考えてアウトプットする経験も含

めて有意義な学びだったと思います！ 
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☆イベント 
 
 
パブクロール 
小林研一郎 
授業が終わり夕食を食べたあと、右文先生企画のパブクロールが研修前半に何回か行われま

した。右文先生のお気に入りである2軒のパブに10人ほどで行きました。1軒目はケム川沿

いにあるピムズが美味しいパブで、ケンブリッジ市の中心から比較的近かったため活気があ

るパブでした。ここでまず1杯目、飲む人は２杯目まで飲みます。2軒目はラムが美味しい

パブで、このパブは知る人ぞ知る、といった場所で市内から比較的遠い住宅街にありまし

た。ラムの種類に圧倒されました。ラムは、度数は強いけれど口の中に広がる香りが最高で

した。このパブでラムの虜になった生徒も多かったと思います。ラムで酔った後は、寮まで

皆でゆっくり帰宅しました。帰路の途中にはケバブの屋台がありここでちょっと空いたお腹

を満たしていきました。このケバブ屋台の店長さんがと

てもいい人で、その店長と仲良くなり日本から持ってき

たTシャツを渡している生徒もいました。そして寮に帰

宅、22時ころだったと思います。そこから寝る人もい

ましたし2次会をしている人もいました（笑） 
  
パブクロールは右文先生以外にも多数生徒が企画してい

ました。Tom（生徒のニックネーム）が企画するからト

ムクロール、などと呼ばれていました。自分もよく企画

していまして、ケンブリッジのあらゆるパブに足を運び

ました。その中でもケンブリッジ駅の近くにある、“The 
Blue Moon”というパブに自分は1番よく行きました。ジ

ンの種類が90種類、というのが売りで本当に多数のジンが置いてあり毎回どれを飲むか

迷っていました（右写真）。ここに右文先生を連れて行ったことによって右文先生が帰国後

ジンに目覚める、といったことも起きました（笑）そのくらいジンが美味しいです。 
  
パブクロールは、もちろんお酒を楽しむということもありましたが、お酒を交えた先生や友

達との会話も楽しむことができた良い機会だったと思います。 
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PA企画 
土屋考人 
今年の研修も、先輩方から伺っていた話の通り、PAの方々が多くのイベントを主催してい

ただきました。計3回のディナー、ピザを食べながらの映画「キングスマン」の鑑賞会な

ど、毎日のようにイベントを準備してくださったおかげで、我々も充実した毎日を過ごせま

した。その中で最も記憶に残っているのが週末のサッカーです。 
PAの一人、Vladはとても気さくで体を動かしたり勝負事をすることが大好きでした。今

年は彼の主催でPembrokeが所有するグラウンドでサッカーをする機会が毎週末設けられ、

英語漬けの毎日で抱えたストレスを発散しました。サッカー経験者・未経験者、男子・女子

の関わりなく毎回多くの人が参加したおかげでメンバーの仲を深めることにもつながりまし

た。 
個人的に、このイベントで良いと思ったのは、「食べすぎ飲みすぎ」が危惧された研修

の中にあって体を思い切り動かしてカロリーを消費できる機会となったことです。授業の

後、毎日のように酒を飲んでいても、このイベントのおかげでカロリー収支の辻褄を合わせ

られていました。（笑） 
↓サッカーの様子　　　　　　　　　　　　　　　↓伝説のカラオケ店(笑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
旅行の思い出 
セブンシスターズ？　天野智文 
イーストボーンでは、Beachy Headを目指して歩きました。バスもあったのですがその日は

運休だと勘違いし歩くことにしました。3km程とあったのですぐに着くだろうと4人とも疑

いませんでした。平坦な道をただ歩き続ければ着くだろうと思っていました。初めは海岸沿

14 



 

いの綺麗な舗装された道で、犬の散歩をしている人やジョギングをしている人が多くいまし

た。しかし、途中からかなりの勾配の坂になって舗装もなくなり、道行く人はトレッキング

の装備をした人たちだけになってしまいました。普段着で水くらいしか持っていなかった僕

たちは目立つ存在であったと思います。しかし、坂の頂上から見たイーストボーンの街は太

陽に照らされてとても綺麗でした。坂を上り詰めると今度は海風がとても強くなり凍えなが

ら歩かなくてはなりませんでした。いつの間にか周りには誰もいませんでした。広い草原の

中をたった4人で歩いていくというのはとても不思議な感覚でした。3時間くらいしてようや

くBeachy Headに着きました。Beachy Headから見た白亜の崖は息を呑む美しさでした。寒さ

に凍えていたことも疲労も忘れ4人で崖に見入りました。白亜の崖はまさに自然が創り出し

た芸術でした。セブンシスターズへはそこから更に3kmだったので宿に帰れなくなると考え

て断念しました。遅めの昼食を摂って歩いて帰ろうとしていたとき、運休だと思っていたバ

スが偶然やって来ました。無意識のうちに4人ともバスに駆けていきました。バスはイース

トボーンの街まで１０分で連れて行ってくれました。しかし、何の変哲もない内陸の田舎道

を走っただけでした。僕達が見たあの景色は歩かないと見られないものだったので歩いたこ

とに対する後悔は一切ありません。 

 
偶然が重なったウインブルドン　綾部将典　 
週末旅行の最終日、行き掛り上Takuとウインブルドンにいくことになった。ウインブルド

ンの博物館についたのはいいものの、ツアーは終わっておりコートは見学できないと思われ

たが、博物館に入ったらコートを見学できると警備員にいわれたのでとりあえず博物館へ。

トロフィーやテニスのルールについてかなり詳しく解説されていた。駆け足で見てしまった

が、じっくり見る価値あり。博物館の見学を終えて、センターコートへの入り口の場所を警

備員に聞くと「外観しか見られない」とのこと。さっき言ってたことと話が違うぞ？しばら

くたってからもう一度聞いてみたがやはり同じ返事。ダメだったか‥そう思いショップから

出てきたとき警備員から「コート見れたか？」と一言。え？見られるの？ホントに？さっき

と違うけどまあいいか。じゃあ見せて！というと警備員は我々を年配のお偉いさんらしき人

のもとへ連れていき「こいつらがすごいセンタコート見たがってるんだけどいいかな？」み

たいなことを言うとあっさり許可がもらえた。しかもその時お偉いさんの隣にいたのがたま

たま日本人ということもあり、日本語のガイド付きで我々2人のためだけにツアーを組んで

いただいた。僕はどこからどう見ても「ミーハー」だが、有名だから見れるものなら、くら

いの気持ちで警備員に「ごねて」みたのだが、どうもその熱意が伝わったようだ。英語で

「交渉」もどきをしたのも初めてだったので、こんな結果を伴うもので嬉しかった。粘り強

くやってみたら可能性はゼロではない。そのことを身をもって知ることができた。我々2人
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とガイドしかいないセンタコート見学は後にも先にもできないことだろう。ある意味我々の

運の良さと様々なめぐりあわせでできたことだと思う。最後にウインブルドンを出るときに

は警備員さんに握手して感謝を伝えた。本当にありがとうございました。 
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☆九大祭 
　11月の九大祭には、例年通りケンブリッジメンバーで出店しました。今年の”Cambridge 
Café”では、2015年組の先輩方を中心として、プレーン・チョコ・紅茶の3種類のスコーン

とフィッシュ＆チップスを販売しました。親切な先輩方に囲まれ、とても楽しかったです。

売り上げもかなり良かったです！来年は私たちの代が中心となって、2017年組の後輩と一

緒に頑張ります。ぜひ、テントに足を運んでください！ 
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☆同窓会加入 
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! 
 
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 
 
過去のニューズレターはコチラhttp://yubunsuzuki.com/custom1.html 
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☆書籍 
　 
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。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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