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We were lucky with the weather as we left AUHW on Friday. It had snowed, but it was a pleasant enough afternoon and 
our flight from Aomori to Tokyo was on time. At Haneda Airport we had to wait a little while for the hotel bus, but this 
gave the students time to explore the airport terminals, and we arrived at the hotel at around 7:45 in the evening. The 
hotel was comfortable, and we enjoyed a good restaurant buffet for dinner. The hotel had put most students in shared 
rooms, and this was a good way for students from different departments to mix and to get to know one another better. 
The students were all happy.  
 
【２月２６日（金）】 
金曜日に大学を出発した際は、天候に恵まれました。雪が降っていましたが、午後には回復し、青森発東京行きの

航空便は時間どおり発着しました。羽田空港では、ホテル送迎バスを待つのに時間が取られましたが、おかげで空港
ターミナルを探索する時間ができました。午後７：４５頃、ホテルに到着しました。ホテルは快適で、レストランで
おいしい夕食バイキングを楽しみました。ほとんどの学生が相部屋でしたが、他学科の学生と話をすることでお互い
を知ることができ、よかったようです。学生は皆、楽しそうにしていました。 



On Saturday morning we had to leave the hotel early and we came down for breakfast before the restaurant was 
properly open, but in fact there was already plenty to eat and drink at the buffet and it was a good start to the day. 
Everyone was on time for checkout and we took a bus for the airport, where the travel agent had arranged for helpful 
staff to meet us and help with check-in. After passing security and passport control we had just 30 minutes to wait 
before boarding started. Our flight left on time and arrived in England around 12 hours later, exactly on time. We had 2 
meals on the plane and a good selection of movies and other entertainment, and everyone enjoyed the flight. Most of 
us had some sleep on the journey, but there were a few tired faces when we arrived at Heathrow Airport. We came 
through the airport very quickly, and we were met by taxis to bring us down to Brighton. Tiredness soon turned to 
excitement, and our taxi driver was surprised at how much energy our students had after the long journey. Excitement 
gave way a little to nervousness as we approached Brighton for the first night at the home stay. The students were 
settled at their home stays around 4:00 p.m. and spent the evening with their host families. 
 
【２月２７日（土）】 
 土曜日の朝は早朝の出発だったため、レストランが開店時間前に朝食をとりに行かなければなりませんでしたが、
ホテルがすでにバイキング用にたくさんの食べ物や飲み物を用意してくれており、１日のよいスタートを切ることが
できました。皆、予定どおりにチェックアウトし、バスで空港に向かいました。空港では、旅行会社のスタッフがチ
ェックインを手伝ってくれました。パスポートとセキュリティチェックを通ると、搭乗時間までちょうど３０分でし
た。イギリス行きの便は、時間どおりに出発し、およそ１２時間後に予定時刻ちょうどにロンドン・ヒースロー空港
に到着しました。機内では二度食事をとり、映画やその他のサービスを楽しみました。途中で睡眠も取りましたが、
空港に到着した際は、疲れた顔を見せる学生もいました。空港をすばやく通り抜け、ブライトン行きのタクシーへと
向かいました。疲れはすぐに興奮に変わりました。長旅の後もこんなに元気なんて、とタクシー運転手が学生たちに
驚いていました。ブライトンに近づくにつれ、ホームステイ先での初めての夜を前に、学生たちの興奮はわずかに緊
張へと変わりました。午後４時にはホームステイ先に到着し、皆、それぞれのホストファミリーと夜を過ごしました。 
 
Today we have been very lucky with the weather again. We had some sunshine and blue skies, and Mike and I met the 
students outside of the school at 11:00 a.m. and gave them a short guided tour. They all seemed happy and all liked 
their home stays, and nobody had any problems.  
 
We walked into the city centre and showed the students the shops, restaurants, the station and bus station and some of 
the tourist places. We finished by the sea on a sunny afternoon, and everyone was in good spirits and excited to be in 
Brighton. Around 12:30 Mike and I left the students to find some lunch and to explore Brighton. 
 
【２月２８日（日）】 
 本日も天候に恵まれました。青空と太陽の下、語学学校の外で朝１１時に学生と待ち合わせ、マイク先生と私（ア
ラン先生）は、学生にちょっとした街の案内をしました。皆、ホームステイ先では特に問題もなく、ホームステイで
の滞在が好きになったようで、楽しげでした。街の中心街に行き、学生たちにお店やレストラン、駅、バス停など、
旅行者向けの場所をいくつか案内しました。晴れた午後の海岸を見て、案内を終えました。皆、よい気分の中、ブラ
イトンにいることにワクワクしていました。12時半頃、マイク先生と私は学生たちと別れ、昼食をとり、ブライトン
を散策しました。 
 
We will see the students tomorrow morning. They will start their day at 9:00 with a placement test, and after that they 
will have English classes until 14:45, with a one-hour lunch break. We will see them again after classes.  
 
私たちは、明日（２月２９日）の朝、学生に会う予定です。学生たちは、９時からクラス配置のための実力テスト

を受けます。その後、途中１時間の昼食休憩をはさみ、１４：４５まで英語のレッスンを受ける予定です。レッスン
の後、また学生に会う予定です。 
 
I will write my next report on Monday 7

th
, when I have seen the students back at school after the weekend. With the 

time difference, you will probably not see my next report until Tuesday 8
th
. I hope all is well in Aomori. 

 
 次の３月７日（月）のレポートは、週末に学生たちと語学学校で会った後に作成し、お送りします。時差があるた
め、３月８日（火）には私のレポートを確認することができるでしょう。青森の皆様が健やかでありますように。 
 
Best wishes, 
 
Alan 
 
イギリス・ブライトンコース引率教員アラン先生より 


