
２０１９ ＳＳＨイギリス海外研修日記 

 

＜１日目＞ 3月 10日（日） 

 いよいよイギリス海外研修の日がやってきました。生徒 10 名と引率教員 2 名は、3 月 10 日～

18 日の 7 泊 9 日の日程で行ってまいります。参加生徒は校内選考で選ばれ、半年間にわたって課

題研究や発表内容を構築し、ＳＳＨの先生方には研究内容、英語科の先生方には英語発表の指導を

仰ぎ、１月末には 豊田工業大学  神谷 格 教授 のご指導を受け、発表準備を進めてきました。 

朝のお天気は曇り。朝 7 時 45 分に豊田西高校に集合し、保護者の方々と先生方とともに出発式

に臨みました。校長先生から激励の言葉「度胸と愛嬌」をいただき、バスにてセントレア空港へ移動

しました。  

出発式「いざイギリスへ出発！」          セントレアにて待機中 

 

 

 フィンランド航空 AY-080 便でセントレアからヘル

シンキへ（搭乗時間 10時間 15分）。その後 AY-1365

便に乗り換えてヘルシンキからマンチェスターへ（搭乗

時間 3時間）。 

 

現地時間 17：00 にイギリス・マンチェスターに到

着。気温 2度。チャーターしたバスにてダービー市内の    ヘルシンキ空港にて 

ホテルへ移動。途中、夕食をとり、バス乗車時間は 2 時

間 30分。現地時間 21：30（日本時間 11日午前 6:30）

ホテル到着し、長い移動を終えました。その後、打ち合わ

せと明日の発表者の練習を行い、22：30 に解散。よう

やく各自の部屋で荷物を解き、就寝です。24+9 時間の

長い一日でしたので、さすがに生徒達には少々の疲れが

みえますが、元気に一日目が終了しました。明日からは、

３日間のレプトン校での教育交流がはじまります。 

                            現地での夕食（イギリス料理の洗礼？） 



２０１９ ＳＳＨイギリス海外研修日記 

 

＜２日目＞ 3 月 11 日（月） 

 今日は海外研修のメインであるレプトン校の訪問 3 日間のうちの一日目です。レプトン校のある

ダービーシャー州と豊田市は姉妹都市提携をしており、このイギリス海外研修が実施できているこ

とも、レプトン校と教育提携が結べていることも、豊田市とトヨタ自動車からの支援のおかげです。

周囲のご支援に感謝しつつ、精一杯、教育プログラムを実践していきたいと思います。 

 レプトン校は 1557 年設立の歴史と伝統ある名門のパブリックスクールです。石造りの古い街の

由緒ある教会の隣に正門の石のアーチがあります。ハリーポッターに出て来るような建物が、学校

の敷地に連なっています。３D シアター、蔵書の豊富な図書館、芝生の校庭、充実した設備のサイ

エンス棟など、非常に恵まれた教育環境です。生徒たちは、敷地内にある寮から通い、お昼には寮に

戻って食事をし、また学校に戻って午後の授業を受けるという日々を送っています。 

 生徒たちは 7：30 に起床、朝食後、タクシーでレプトン校に向かい、9：30 に到着。レプトン

校での研修は歓迎セレモニーからはじまりました。まず Alastair Land 校長から歓迎のご挨拶をい

ただきました。豊田西高校からは、小瀧校長よりの親書を読み上げ、小原和紙のおみやげ（干支の

「亥」）とともに親書をお渡ししました。また、豊田市長様よりのお手紙とおみやげ、豊田市議会議

長様よりのおみやげをお預かりしておりましたので、Land 校長にお渡しいたしました。続いて、本

校生徒が「豊田市と学校生活、部活動」についてプレゼンテーションいたしました。ティータイムで

は、レプトン校の生徒たちと自然と互いに笑顔で会話がはじまりました。 

 歓迎セレモニーの後、レプトン校の施設を案内してもらいました。まず図書館を案内され、歴代

の校長の写真が掲げてある重厚な雰囲気に感動。また美しく整備された中庭や学校所有の教会など、

心を動かされる教育施設が数多くありました。午前のプログラムの最後は、化学実験でした。レプ

トン校の生徒と豊田西高校の生徒が混ざって３人１グループになり「コーラの中の二酸化炭素量の

測定」「コーラを透明にろ過する」２つの実験を行いました。 

 昼食は４グループに分かれて別々の寮でとりました。昼食は牛肉のパイとビーンズのポテト添え、

デザートはチェリーパイのカスタードクリーム添えで、なかなかの美味でした。 

 午後のプログラムでは「水とお湯の混合による温度変化曲線」「電磁気実験（モーター作成）」「レ

ンズの法則」「天体望遠鏡実習」「ペットボトルロケット打ち上げ」、そして最後に「遺伝子組み換え

実験」を行い、盛りだくさんの内容でした。物理、化学、生物、地学の理科全般にわたる体験型の科

学教育プログラムは 18：00 に終了。このような授業を毎日受けていれば科学への見方が自ずと変

わってくるだろうと思われます。 

 夕食は Intu Derby（現地のショッピングモール）でとり、その後ホテルに帰ってプレゼンテーシ

ョンの練習と打ち合わせで 2 日目が終了です。生徒にとっては本当に充実した一日となりました。 

（活動の様子は次ページです。） 



校⾧先生ご挨拶              豊田西高校からのおみやげ 

レプトン校で記念撮影           風情ある中庭 

  

 

 

 

 

 

 

 

図書館                  化学実験    

 

       

 

 

 

 

 

 

寮での昼食                温度変化の測定 



   

 

 

 

 

 

 

 

レンズの法則              屋上の望遠鏡 

  

 

 

 

 

 

 

 

３D シアター              ペットボトルロケット 

 
コーヒーブレイク             生物実験（遺伝子組み換え） 

夕食後ホテルの隣の教会前で        発表練習 



２０１９ イギリス海外研修日記 

 

＜３日目＞３月１２日（火） 

 レプトン校の訪問３日間のうちの２日目です。今日は豊田西高校の生徒９名とレプトン校の生徒

６名、教員４名でダービー市の南部に位置する Twycross Zoo（トウィクロス動物園）に行きます。

あいにく朝から激しい雨と風ですが、いざ出発。 

 この研修をコーディネートしてくださった理科主任のスチュアート先生（博士号ももってみえま

す）は、生物学がご専門（遺伝学：Okazaki フラグメントなどの研究者）です。Twycross Zoo は、

規模はそれほど大きくないですが、霊長類の種類が多く、特にイギリス国内で最も多くの種類の類

人猿（ゴリラ、オランウータン、チンパンジー、ボノボ）が見られる動物園として知られています。

10：40 に動物園に到着し、雨風を避けて屋根のあるテナガザルと蝶のブースに行き、その後 11：

30 から Study Centre で霊長類の進化や動物行動について講義を受けました。講義後、両校のミ

ックスメンバーで構成されるグループに分かれて課題学習しました。生徒たちに与えられた課題は、

「類人猿のうちの２つの動物で、１分ごとにどんな行動がよく見られるのか観察して、行動様式を

チェックシートに記すこと」でした。難しい課題ではありませんが、この活動を実践することで、生

徒たちは類人猿の種の違いから習性の違いを体験的に理解することができました。昼食を挟んで、

それぞれのグループが持ち寄った集計データをもとにディスカッションと講義が進められました。

間違いを怖れずに発言・質問をするレプトン校の生徒、一方で英語力不足もあり質問できない豊西

の生徒･･･。とはいえ、みんな真剣で一生懸命に取り組めたすばらしい研修でした。 

 レプトン校に戻ってから、昨日の生物実験（遺伝子組換え）の結果観察と分析、それをもとにした

ステュアート先生の講義、さらにレプトン校の生徒による生物研究の発表がありました。 

 日が暮れてから合同夕食会が開催され、おいしいハンバーガーとデザートのディナーを満喫しま

した。生徒たちは互いに会話がはずんで、交流が深まるすばらしいパーティーになりました。 

 ここで、ステュアート先生が話されたレプトン校に関する興味深い話を紹介します。 

・土曜日も授業を行っている。 

・春・夏・冬の長期休暇を合計すると約 20週間（140 日）の休日がある。 

・全寮制ですが、宿舎が違うと男子はネクタイ、女子はバッチが異なる。 

・生徒たちは「自分の宿舎が一番優れた宿舎である！」と思っている。 

・授業について、理科教員は一週間の授業のうち半分は実験。 

・ステュアート先生は週 20 時間の授業のうち 10 時間は実験を行っている。 

ということでした。「体験させ、活動させながら理科を学ぶべきだ」という信念をもっているとおっ

しゃっられ、理科教員は皆同程度の割合で実験を取り入れているそうです。教育課程の違いもあっ

て、このように多くの実験を取り入れた授業が行われている学校は日本には多くないです。教育の

考え方の根底が「将来にわたる科学的にものを見る目の育成」にあると感じ、私たちが見習うべき

視点だと思いました。     ３日目の写真は次のページからです！ 



 
レプトン校のアーチの門        動物園（テナガザル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物園（レクチャー）         動物園（ペンギン）         

  

 

 

 

 

 

 

 

動物園（ヤギ）            生物実験レクチャー 

 

       

 

 

 

 

 

 

生物実験結果             合同夕食会 

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示



２０１９ ＳＳＨイギリス海外研修日記 

 

＜４日目＞3 月 13 日（水） 

 今日はレプトン校訪問 3 日間の最終日です。朝から皆元気で、十分な量の朝食を食べていました。

海外滞在で重要なのは、朝ごはんをしっかり食べることです。イギリスに来てからの天気は恵まれ

ず、今日も雨で風も強いですが、今日は一日レプトン校の中で過ごしますので問題はありません。 

  午前中は化学の合同実験ではじまりました。3人 1 組（豊田西 2 人＋レプトン 1人）に分かれて

コカ・コーラから cherry の「におい成分分子」を抽出し、次に砂糖の含有量を測定しました。実験

中、豊西の生徒たちが大きなペンケースを持ち歩くのを化学担当の先生が不思議に思ったようで、

生徒に尋ねていました。彼は「うさぎのぬいぐるみペンケース」をとても気に入ってそうです。 

さて、330ｍｌ中 35g の砂糖を含むコカ・コーラですが、生徒たちは実験結果から「砂糖含有量

は 30.36ｇである」とまずまず妥当な値を算出していました。その後、月曜日にやった実験で作っ

た透明に近いコーラ水のｐＨを万能リトマス紙で測定し、およそｐＨ＝3 であることを確認しまし

た。続けて、25ml に測った透明に近いコーラ水にフェノールフタレインを 5 滴たらして攪拌し、

透明であることを確認したのち、さらにNaOH を少しずつ滴定し、次第にピンクに変色するのを観

察しました。月曜の実験と併せて“コカ・コーラの秘密”が分かってきました。 

 11：30 からの物理は「ガリレオ振り子」のダイナミックな実験授業を行いました。まず吹き抜

けの玄関にぶら下げた大きな振り子を「振幅」が３ｍと６ｍになるようにして 10 回往復する時間

を測定。次に「振り子の長さ」をいろいろ変えて同様の測定を行います。実験教室に移動し、用意さ

れた小さな振り子で先ほどと同様に長さをいろいろ変えて 10 回往復する時間を測定しました。こ

のように集約したデータをコンピュータで解析し、「振り子の長さ」を横軸に、「振り子が 1 回往復

する時間の 2 乗」を縦軸にとってグラフ化し、近似曲線（直線）を求めて、その傾きから「重力加

速度」を求めます。その結果・・・なんと ｇ＝9.91 という理論値に非常に近い値を算出したグル

ープがありました。このように実験を通じて T=2π√（L/g）を学習することができました。 

 午前のプログラムを終えると１日目と同様、４つの寮に分かれての昼食です。私は男子寮に行き、

ポークの香草煮（美味でした！）とライス、デザートはブラウニーをいただきました。食事の前後に

は、寮監督の方の居間に招かれて歓談しました。監督の方は、一人一人の生徒の性格や態度などをよ

く見ていらっしゃいます。 

 14：00 からは豊田西高校のプレゼンテーション３本で、１本目は「和菓子や挙母祭り」、２本目

は「豊田市の環境調査・獣害」、最後に「スペースデブリ」の発表を行いました。和菓子（浪越軒の

かわいい和菓子）を参加者みんなでいただき、ホウ砂と洗濯のりから「スライム」（スペースデブリ

を吸収するクッション！）をその場で作るデモンストレーションを見せました。15：30 からは、

レプトン校の発表が 4本。1 本目は「エピジェネティクス」、2 本目は「超音速旅客機コンコルド」、

3 本目は「ミュージックセラピー」、そして最後は「数学と音楽の関係」でした。教育交流が始まっ

たころと違い、豊田西の生徒も臆せず会話や発表ができてきて、互いに良い発表にすることができ

ました。閉会式ではティム教頭先生からのご挨拶もいただき、式後はレプトン校の購買でおみやげ

のレプトン校グッズを購入。仲良くなってきたレプトン校の生徒と互いに別れを惜しみました。 

 夜は intu Derby での自由行動後、ホテルで明日のＴＭＵＫの打ち合わせをして解散しました。 



 

 

 

 

 

 

 

宿泊ホテル              化学の授業１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学の授業２             化学の授業３        

  

 

 

 

 

 

 

 

化学の授業４             休憩 

 

       

 

 

 

 

 

 

物理の授業１             物理の授業２ 

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示



 

 

 

 

 

 

 

物理の授業３             物理の授業４ 

 

 

  

 

 

 

 

 

寮の昼食               豊田西プレゼンテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田西の発表を聞くレプトンの生徒   レプトンプレゼンテーション       

 

       

 

 

 

 

 

 

閉会式                記念撮影 

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示

tea061
ハイライト表示



２０１９ SSH イギリス海外研修日記 

 

＜５日目＞3 月 14 日（木） 

 今日はトヨタ自動車 TMUK（Toyota Motor Manufacturing UK）工場訪問の日です。早朝か

ら降っていた雨もホテルを出発するときには止みました。TMUK 訪問は 11:00 からなので、朝の

時間を有効に利用して、街散策に出かけます。まずホテルから徒歩１０分のところにあるダービー

大聖堂に行きました。ホテルから見える大聖堂の尖塔（イギリスで２番目に高い塔だそうです）か

ら鐘の音は毎日聞こえてくるものの、入るのは初めて。大聖堂の中は祈りを捧げる場所だけあって、

静けさと荘厳さを感じました。続いてダービー博物館・美術館を訪れました。設立は 1879 年で、

大きくはないですがジョセフ・ライト（１８世紀の画家、ダービー出身）の作品や、“ロイヤルクラ

ウンダービー”をはじめとしたダービー周辺地域の磁器が展示された画廊が設置されています。考

古学・博物学・地質学に関わる物や軍事用品・音楽楽器等も所蔵しており、無料でしたが滞在時間

25 分間は短すぎる時間でした。 

11：00に TMUK に到着し、“The Academy”のレセプションに移動しました。担当の高橋直

樹様、Chairman の寺本繁様が出迎えてくださり、ご挨拶いただきました。ここから TMUK での

研修がはじまり、工場施設の説明、そして工場で研修（仕事）をしている現地の若者３名（18 歳）

がダービーや工場での生活について話してくれました。「高校生と年齢の近い若者と会話をするのが

よいのではないか」という TMUK 様のご配慮です。互いに活発に話をしていました。Academy 

Restaurant で昼食をとった後、豊田西高校のプレゼンテーションの時間となりました。ここでの

発表は「ものづくり課題研究」で、トヨタ技術会（トヨタ社内の有志団体）の２チームとコラボレー

ションして半年間かけて作り上げた“アイデアカー”について発表しました。TMUKの方々から多

くの質問をいただき、とても有意義な発表になりました。 

続いて TMUK より“Environmental Innovation Section ― What we do?“のプレゼンテー

ションを聴講しました。TMUK での様々な環境への取り組みが紹介され、「工場内でもチョウやハ

チといった昆虫類が生息数を増やしている」というデータから、TMUKが車作りだけではなく「い

かに環境に配慮して工場を運営するか」をとても重要視されていることが学習できました。

“Innovation”は第 2 期目の SSH 事業で豊田西高校が掲げている“Innovation 人材の育成”と

もリンクしていて、示唆に富むお話が聞けました。生徒からの質問にも丁寧にお答えくださったこ

とが印象的でした。さらに研修スペースを見て回ったり、カートに乗って生産ラインにも出かけた

りしました。TMUK の敷地内にはウサギやキツネ、リスもいるそうで、今日も温かくなってきたか

らか、ウサギが出迎えてくれました。新車種発売の直後は、工場見学はできないそうで、見学再開後

私たちが初めての工場見学だったそうです。とても良い経験をさせていただきました。 

夕食は豊田市役所国際まちづくり推進課の久野さんのご案内で、ホテル近くの日本食屋さんに行

き、ラーメンやカツ丼などをいただきました。ショッピングモールの Intu Derby は月～水は早く締

まり木金は遅くまで開いています。少しだけモールの散策をして、おみやげを買う生徒もいました。 

夜は短時間の打ち合わせ後解散。明日は産業革命発祥の地ダービーを離れ、専用車にてロンドン

に向かいます。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1879%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%BB%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88_(%E7%94%BB%E5%AE%B6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%81%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%83%E5%8F%A4%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%83%E5%8F%A4%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E5%AD%A6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテルロビーで今日も元気                いつもは遠くから見ていた大聖堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

  街歩き 

                                 大聖堂の中で記念撮影 

 

～TMUK～ 

 

TMUK の若者 

 

工場説明               豊田西高校の生徒                 



豊田西高校のプレゼン           TMUK のプレゼン 

会場の様子              休憩中                工場内へ移動 

 

 

カローラと一緒に 

 

記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

和食の夕食                  ホテルの隣で 



2019 ＳＳＨイギリス海外研修日記 

 

＜６日目＞ 3月 15日（金） 

 今日はロンドンへ移動の日です。朝のお天気は雨。この時期のイギリスは傘が手放せません。朝

食をとっていると、雨は上がり日差しがさしてきました。9：00にバゲッジを積んでバスにて出発。

ロンドンまでハイウェイを使って約３時間半です。 

 昼過ぎにビクトリア＆アルバート博物館へ。現地ガイドの HUJIKO SHIMAHARAさんと合流。

お洒落な産業博物館のような場所です。まずは博物館の中にあるレストランで昼食です。博物館は、

1851年のロンドン万国博覧会の収益や展示品をもとに、1852年に開館しています。イギリスは、

生活にゆとりをもたらすファッションやデザインなどに興味を示さなかったため、ほかの欧州諸国

に比べて遅れを取っていました。1851 年の万国博覧会で英国の産業製品のデザインの質が低いこ

とが指摘され、公衆の趣味を教育によって高めるべきであるという議論が起こり、産業革命が成功

して国が裕福になったこともありデザインも先進的な国に真似ることで次第に発展してきた歴史が

あります。展示物には服飾・食器・ガラス細工・小物入れ・装飾箪笥・ミュージカル関連のものなど

があります。日本をはじめアジアのデザインもよく収集されており、イギリス人が日本のデザイン

に興味を示し、取り入れていったことが分かります。HUJIKOさんの１時間のガイド付きで見学し

た後、50分の自由時間があり、展示を見たりおみやげを買ったりして過ごしました。 

 その後自然史博物館へ向かいました。創設者はリチャード・オーエンで、建物自体が素晴らしく、

エントランスを入ると天井からぶら下がる大きな鯨の骨が目に入ります。自然史系博物館としては

イギリス最大であるのみならず、世界でもトップクラスです。恐竜や隕石などの展示物が中央ホー

ルの両脇に位置しており、また進化論を唱えたダーウィンの銅像が中央階段の踊り場真ん中に位置

しています。キリスト教の教えにより、ヒトを霊長とした生物はすべて神が創造したと信じられて

いた時代に、進化論を提唱したダーウィンの心境はどうだったのだろうかと思います。 

展示物が優れているだけではなく、展示の仕方にも多くの工夫が施されています。例えば、地球の

マントルに入っていくような円形の展示物のなかをエスカレータで登った先に、地球内の鉱物の展

示があります。その先には「日本の阪神淡路大震災を体験できる～神戸のスーパーマーケットで震

度４の地震が来た～」という設定で床が動く体験ゾーンが設けてあり、地震を知らないイギリスの

人びとに「地震とは何か」を教えていました。恐竜のブースも大迫力で、観光客がたくさん集まって

いました。 

 17：10 まで見学した後、夕食のレストラン“UNION TAVERN”へバスにて移動しました。夕

食はポークパテ・クリスピーブレッド添えとサーモンのパイ包み・ほうれん草サラダ添え。夕食後、

今晩一泊するホテル“IBIS EARLS COURT”へ移動。HUJIKOさんのアシスタントのもと、チェ

ックインを済ませ、近くのコンビニで飲み物などを購入し、簡単な打ち合わせの後、解散しました。

次第に日本へ帰る日が近づいてまいります。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3%E4%B8%87%E5%9B%BD%E5%8D%9A%E8%A6%A7%E4%BC%9A_(1851%E5%B9%B4)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%8F%B2%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8


                         

ビクトリア＆アルバート博物館 

 

大型バスにてロンドンへ移動 

       まずはランチ 

                            

 

 

 

                    



 

自然史博物館 



2019 ＳＳＨイギリス海外研修日記 

 

＜７日目＞ 3月 16日（土） 

  今日のお天気は曇り。イギリス研修最終日、ロンドン２日目です。朝食を食べてホテルのチェ

ックアウトを済ませ、HUJIKO SHIMAHARAさんと専用車にていざ出発。 

 まず最初に、バッキンガム宮殿、ウエストミンスター寺院、ビッグベンをバスで回り、それぞれ外

観見学をしました。バッキンガム宮殿にエリザベス２世女王がいらっしゃるかどうかは、掲げてあ

る国旗で分かるそうです。今日はイギリスの国旗が掲げてあるので、「女王陛下はお留守」だという

こと。また宮殿正面に衛兵が立つ場所が４か所あるのですが、今日は２か所しか立っていないこと

からも「お留守」だということが分かるそうです。宮殿向かって右手に女王陛下のお部屋があると

いうことです。 

次に訪れたのはイギリス国教会の教会であるウエストミンスター寺院で、国会議事堂に隣接して

います。寺院に葬られる人は、ごく限られた著名な方で、すでに埋葬スペースはいっぱいになって

いるそうですが、アイザック・ニュートン、チャールズ・ダーウィンなどの著名人が埋葬されてお

り、最近では理論物理学の研究で著名なホーキング博士が埋葬されたそうです。すぐ隣には、ロン

ドンのパブリックスクールがありました。レプトンスクールは寮がありましたが、こちらは寮がな

いそうです。ビッグベンは 3 年間かけて改修中で鉄骨で覆われていて、その美しい姿を見ることは

できませんでした。残念！ 

 さて午前中のメインは、サイエンスミュージアム訪問です。５つのフロアからなり、天文学、気象

学、生化学、電磁気学、航海学、航空学と写真術を展示しています。蒸気機関・車・電気・レントゲ

ン（医学）・コンピュータそして宇宙まで、幅広いサイエンスに関する内容を楽しみながら学べるよ

う工夫されています。ここには数学に関するブースもあり、測定やコンピュータと絡めた展示がな

されていました。ガリレオ・ガリレイの望遠鏡等、貴重な品もたくさん収められていました。 

 午後はピカデリーサーカスで買い物したのち、ハリーポッターで有名なキングスクロス駅でハリ

ーポッターの名所を訪れたりランチをとったりしました。 

 最後の訪問場所は大英博物館です。800万点が収蔵されている世界最大規模の博物館で、しっか

り見るには丸一日は必要です。私たちは、ロゼッタストーン、ラムセス２世の像、アンダーソンの

猫、アッシリアのライオンのレリーフ、パルテノン神殿の彫刻展示、アステカ文明の双頭の大蛇（ト

ルコ石）、イースター島のモアイ像など、主だった展示物を駆け足で回りました。本物の迫力は何に

も代えがたく、また無料で見られるイギリスの国の豊かさ（思考の豊かさ）を感じました。 

 郊外のパブで夕食後、ホテルに向かいました。明朝イギリスを出発するので、研修旅行も今日で

おしまい。生徒たちは普段できないことを経験し、一回り大きくなっているといいな。そして校内

の皆に報告し、国際的な視点や異文化への寛容な心などを広めてほしいものです。 



                        

                   

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

バッキンガム宮殿 

 改修中のビッグベン          ロンドンのパブリックスクール 

 

 

 

 

 

 

ウエストミンスター寺院 

サイエンスミュージアム 

 

 

 

 

 

 

 



ピカデリーサーカス                         キングスクロス駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大英博物館 


