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この度、世界で最も美しい風景を誇る国であるイギリスへ旅行する機会を頂きました。高校の三
年間をロンドンで過ごしたということもあり、この旅は私にとって特別なものとなりました。イ
ギリスでは、エジンバラ、グラスゴー、湖水地方、ケンブリッジ、ロンドンを旅しました。

旅の前半の三日間をスコットランドで過ごしたのですが、三日間ではとてもまわりきれないほど
スコットランドは多様な文化遺産と美しい自然にあふれる場所でした。話には聞いていましたが、
スコットランドではイングランドとは全く異なる独自の文化と景色に触れることができました。
第一に、食事の質の高さに驚かされました。イギリスは食事を楽しむ場所ではないという偏見を
持って旅に臨んだのですが、スコットランドでは現地の様々な料理を楽しむことができました。
エジンバラの Mussel Inn という海鮮料理のレストランで食べた生ガキとムール貝は、その後幾
度となく思い出してしまうほど新鮮でおいしかったです。また、ハイランドのパブのミートパイ
や、エジンバラの駅で食べたバケットも、日本に持ち帰りたいと思う味でした。第二に、スコッ
トランドの景色はイングランドのそれとは大きく異なりました。ハイランドのウイスキー蒸留所
とローモンド湖をめぐるツアーの途中で、スコットランドの荒々しく豊かな自然を見ることがで
きました。第三に、イングランドとの関係において複雑かつ込み入ったスコットランドの歴史を
学びながら名所をめぐる旅はとても面白いものでした。エジンバラ城、スターリング城、そして
エジンバラの地下都市の跡地をまわりましたが、どの場所でもスコットランドの歴史の光の部分
と影の部分を垣間見ることができ大変興味深かったです。

スコットランドから電車で四時間かけて湖水地方へ行き、ウィンダミアを中心に観光しました。
天気は良好とは言えませんでしたし、車がなかったために移動にも苦労しました。しかし、現地
の人に助けて頂いたおかげで、おとぎ話から抜け出してきたかのように美しいウィンダミアの街
並みを楽しむことができました。その後再び四時間ほど電車に乗りケンブリッジを訪れました。
キングス・カレッジを筆頭にケンブリッジ大学の建物の荘厳さに圧倒されると同時に、このよう
な素晴らしい環境で学ぶことのできる学生を羨ましいと感じました。

日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan
旅の最後の三日間はロンドンで過ごしました。観光よりも旧友やお世話になった先生方に会うこ
とに重きを置き、楽しくノスタルジックな旅となりました。最終日は ESU を訪問し、Leela さん
とお会いしました。Leela さんとは、ディベート、オランダでの生活、英語教育、ESU の歴史な
ど多岐にわたる話題について時間を忘れるほど楽しくお話しさせて頂きました。ESU への訪問を
通して感じたことは、英語ディベートがいかに私の人生にとって大きな財産となったかというこ
とです。初めてお会いする Leela さんとディベートの話をした際には、まるで昔からお互いを知
っているかのように話が盛り上がりました。英語や論理的思考力などのスキルの面だけでなく、
世界中の優秀な方々とのつながりをつくってくれたという点においても、英語ディベートとの出
会いは私にとってかけがえのないものとなりました。

最後に、このような楽しく文化的に刺激的な旅行をさせて下さった ESUJ の皆様に心より感謝申
し上げます。本当にありがとうございました。

My friends and I enjoyed the privilege of visiting UK, the country with one of the
most beautiful sceneries in the world. The trip to UK was a special one for me
because it is the place where I spent three years of my adolescence. Our travel
itinerary consisted of a visit to Edinburgh, Glasgow, Lake District, Cambridge,
and London.
Two and a half days were too short to fully appreciate the best that Scotland has
to offer. It was the first time I had ever visited Scotland and was surprised by how
it was distinctive a place in many ways. Firstly, although I had been thinking that
Britain was not a country where you enjoy eating, the food in Scotland disproved
my hypothesis. Our love of seafood brought us to a restaurant called Mussel Inn
in Edinburgh, which offered the best tasting oysters and wonderful dining
experience. Scottish meat pie served at a pub in the Highlands and baguette we
had at a railway station in Edinburgh were also unforgettably nice. Secondly, the
landscapes of Scotland were very different from those of England. We took a one
day bus tour to Loch Lomond and distilleries, which gave us chances to catch a
glimpse of the wild and unspoiled nature of the Highlands. Thirdly, the complex
and intertwined history of Scotland made our visit to heritage sites exciting and
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inspirational. We went to Edinburgh castle, Stirling Castle, and the remainder of
Edinburgh`s underground city.
After spending around four hours in the train, we dropped by Windermere in Lake
District. Although weather condition was not at its best, the small but beautiful
towns in Windermere made me think as if I sneaked into a world of fairy-tale.
Since sites we wanted to visit were far away from each other, we felt that we
should have visited there by a car. However, the kindness of the people we met
there was more than enough to make up for the inconvenience. We had to spend
another four hours to go to Cambridge, but I think it was worthwhile. The
buildings of University of Cambridge were solemn and breathtakingly beautiful,
which made me feel a little jealous of the students who are studying there.
The three days in London turned out to be a fun and nostalgic one for me. I visited
the high school I used to go, and also had wonderful dinner with my friends and
English tutor. The time I spent with them reminded me of the struggles and
joyous moments of my adolescence. We concluded our trip to UK with a visit to
ESU. We met Ms. Leela and had wonderful time talking about various topics,
such as debating, the life in Netherlands, the history of ESU, language education
in other countries. I realized that debating is an asset of my life, not only because
I was able to learn logical thinking and English, but also because it enabled me to
have connection with amazingly intelligent people from different backgrounds.
To conclude this essay, I would like to express my deepest gratitude to the people
who allowed me to spend a wonderful week in UK. Thank you so much.

