
■小中高校生のための
　イギリス留学オンラインセミナー 2021
2021 年 11 月 13 日（土）に開催致します。
詳細はホームページ、チラシをご覧ください。
　*10 月に予定しておりました東京セミナーは誠に残念ながら新型コロナ
ウィルスの影響により中止とさせて頂きます。

■スタッフブログ 毎週金曜日更新中 ‼ WATANABE Office
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紅茶はうち、コーヒーはそと

イギリスを代表する飲み物と言えば紅茶ですが、コーヒーも負けず劣らず人気の高い飲み物であることをご存知ですか？紅茶もコーヒーもほぼ同時期にイギリスに伝わり
ましたが飲まれた場所や状況は異なっていたため、人気が二極化した様です。紅茶が家庭で、主に女性が楽しむものとして広がったのに対し、コーヒーは町のコーヒー・
ハウスやカフェで男性が政治、文学、学問など様々な議論を行う際の飲み物として広まりました。

渡邊オフィスの留学生でも、ホストファミリーのご自宅に伺った際に’ Would you like a cup of tea?’ と聞かれたことの無い留学生はいないのではないでしょうか。こ
れはただ「お茶はいかがですか？」と聞いているだけではなく、おもてなしの心を示すためであったり、相手を安心させるためのものとして紅茶を勧めてくれてもいるの
です。私もイギリスに留学して間もない頃に友人の祖父母宅にお邪魔した際、紅茶をティーポットいっぱいに出してくださり、留学したての緊張や不安が温かい紅茶でほ
ぐされたのをとてもよく覚えています。その反面、喫茶店では皆必ずと言っていいほどコーヒーを飲んでいました。イギリスの街中のコーヒーショップの数もとても多く、
最近日本にも上陸した大手コーヒーチェーン店 COSTA COFFEE はイギリス国内だけで約 2,500 店舗もあるそうです。この店舗数はなんと日本のスターバックスとドトー
ルを合わせた数とほぼ同じ！星の数ほど…は大げさですが、それでも多いですね。

イギリスでは場所の区別にとどまらず、リラックスしたり、人をもてなしたりする状況では紅茶、集中が必要であったり、議論をしたりするような状況ではコーヒーなど、
感情や状況、相手によっても棲み分け（飲み分け？）をしているようです。留学生に思い出の一杯を聞いてみると、意外な思い出話が聞けたりするかもしれません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島

Parent's Essay

地元の公立小学校へ通い、中学受験をして中高一貫教育の私立の共学校へ通って、
それから…容易に想像出来る娘のスクールライフに転機が訪れたのは、2016 年 4
月頃中学2年の春でした。それは中学校の英語教師から貰った一枚のチラシでした。
サマースクールのチラシで様々な英語圏の国のコースが用意されたものでした。「こ
れに行きたい！」娘が言いました。小学時代から陸上競技漬けだった娘を海外旅行
などには連れて行ったことがなく、最初はお決まりの家族で海外旅行となるだろう
予想していたのですが、単身 15 日間も英国とは！特段「英国が好きだ！」という
わけでもなく数ある研修プログラムのなかで旅程が最長という単純な理由でした。

もともと来る者拒まずの娘でしたが、たった 15 日間の海外生活から帰ってくると
仲良くなった日本各地の友だちと頻繁に連絡をとるようになり明らかに世界が広
がっていました。その年末には全く興味のなかった英語のスピーチコンテストにも
参加していました。「『可愛い子には旅をさせよ』というが本当よね。フフフ。」と
無邪気に微笑んでいたのは私たち親の方でした。

そんな親の無邪気な微笑みが消えたのは半年後の早春でした。「英国の高校に行き
たい！」娘が言いました。夫婦の想像出来ない事態の発生です。「英語力が必要だ
から今年の夏休みは 1 カ月ほど外国行くわ！でも安心して！英国だとお高いから
お安いセブ島にしたから！」ますます対応不能です。

しかし、私の子育てのモットーは「親がひくレールは広く沢山あった方が良い。」「子
どものチャレンジ精神は邪魔しない。」です。想定したレールの外側ですが、脱線
させるわけにはいきません。娘の希望を叶えるために英国留学についてリサーチか
ら始めました。伝手も何もないのでネット検索からスタートして直観的に私が選ん
だのが「渡邊オフィス」でした。我が子を渡邊オフィスに任せても「大丈夫かな？」
という不安は渡邊さんと直接お会いして「大丈夫！」の安心と期待へと変わってい
ました。

中学校を卒業してからの留学を選んだ娘ですが、今となっては中学途中からでも留
学を決意した瞬間に渡英すれば良かったと言っています。娘の場合は留学期間が短
い部類です。新型コロナの影響もありましたが、ホストファミリーや各国の友人に
恵まれ充実した 3 年と少しの間だったと思います。留学前、留学最初のインター
ナショナルスクール、そして 6th form の学校と環境が変わるたびに娘の成長と変
化を感じられました。6th form への進学を機に、一人前扱いをしようと決めてい
ました。お小遣いも卒業までまとめて通帳で渡して遣り繰りさせるようにしました。
しかし目下のところ財政危機でアルバイトに勤しんでいるのはご愛敬です。

「分からない事案をそのままに放置し、堂々巡りで考え込むこと。」「繰り返し同じ
事案を議論すること。」は私が一番嫌悪する行動です。よって「分からない事案」
である英国留学は渡邊オフィス様と娘に手放しでお任せです。私たち夫婦が口を挟
まずに見守っているうちに、娘も自主的に問題解決をするようになりました。子ど
もの人生において親が道標となるように、我が家においては英国のことや海外の日
常は娘が我々の道標です。

嬉しそうに話す英国での日常や娘の成長を通して、メディアでは掴み取れない海外
の空気を感じています。「娘と一緒に成長している！」と感じる至福のひと時です。

渡邊オフィス様を通じて英国留学させて娘の成長と同じくらい私たち夫婦も成長し
価値観が変化していることに気づきます。若者はいつも眩しいものです。汚れのな
い鏡のようなものです。そんな鏡を正しく明るくそして優しく照らしてくれた友人
やホストファミリー、G-Net の方々、そして何より渡邊さんをはじめオフィスの
皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、この GTT 通信が発行される頃には娘の次のステップも決定していることで
しょう。　「今度はどんな世界を見て何色に輝くのかな？」

子どもを見て親が育つ

広島から何度も東京へ足を運び情報収集、納得いくまで行動なさるお父様でした。留学中も思考を尽くした
上でいただく質問は的確で、アドバイスはストレートに受け容れ、行動に移されていました。そこにはいつ
も父と会社の代表としての両方の視点があり、譲るところは娘に任せながら船が転覆しないよう目立たぬ舵
取りをする姿を、いつも立派に感じていました。これから娘さんの船が視界から外れることもあるかもしれ
ませんが、お父様のお叱りを受ける前には必ず明るく無事の報告をしてきてくれることでしょう。  　山岸　　

広島県　山根　弘嗣　



.
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渡邊オフィス代表　渡邊和子

オリンピックは無事？終了しましたが、まだコロナは猛
威を振るい収まる気配がありません。それにも関わら
ず留学熱はどんどん高まっていますが、コロナ渦での

決断はなかなか難しい面もあるでしょう。いつ収束するか見当が
つかないコロナ相手に子供達はどんどん成長し待ってはくれな
い。留学開始適齢時期とのバランスを取るのに苦慮してしまうの
も無理はありません。

幸いイギリスの学校はコロナ対策に優れており、瞬時に対応可能
な方法を状況に応じて実行します。普段は日本よりややスローな
動きをするイギリスですが、コロナの検査、ワクチン接種と、こ
のコロナ禍では大変俊敏な動きが多く見られます。日本の感染状
態が大きく悪化しない限り 17 才以下の子供達は渡英時の隔離無
しで学校に戻れることになるという朗報が入ってきました。検査
の方は引き続き頻繁に行われる予定ですし、16 ～ 17 才の生徒
のワクチン接種もほどなく始まる気配です。

さて昨年に続き、今年も A レベル、GCSE 共に実際の検定試験
は行われず、各学校が示す日常点や校内模擬試験の結果から、検
定試験結果を出すという方式を取りました。A レベルの発表イ
コール大学の合否が決まる日が例年の 8 月第３週の木曜日から
早まり 8 月 10 日の発表となりました。私の知る限り、何十年も
続いた発表日が変わったのは初めてです。渡邊オフィスの結果
は、A レベル合格率 100％、A/A* の取得率は 58％と素晴らし
い数字が並びました。ほぼ全員が第一志望校への道を自ら勝ち取
り、9 月からの新生活に意欲的です。みんなおめでとう！細かく
分析してみると、今年はトップ大学の席を巡る競争が例年より熾
烈であったという気がします。特に医学部を目指した成績優秀者
が書類選考に通らず面接まで到達しないという波乱もありまし
た。それにもめげずに 2 名が医学部入学を果たした陰には、本
人の諦めない努力はもちろん、渡邊オフィスの優秀な医学部専門
のコンサルタントの助言があったことも大きく寄与したと思い
ます。A レベルはモジュール方式が撤廃され、2 年間の最後に一
回だけ受ける試験方式に切り替わった途端にコロナ禍で有言無

実行になってしまいましたが、来年にこの新しい計画で行われる
としたらまたまた波乱が起きそうです。

今年の GCSE の結果は A レベルの 2 日後に発表されました。渡
邊オフィスの合格率 96％、A に相当するグレードの取得率は 12
科目すべて A/A* という者も含め 78％という驚異的な数字が出
ました！世論と同様に辛口のコメントをするのであれば、これは
やはり実際の試験ではなく、学校の内申点から弾き出した結果で
あることがほぼ妥当な理由でしょう。次の A レベルとのギャッ
プに悩む生徒が出てくる予感がしていますが、同時に大いに励ま
されさらに上を狙う意欲も駆り立ててくれたというポジティブ
な面も見られます。まずは頑張った自分を褒め、次のステップへ
の糧にして欲しいと思います。

コロナ渦で通常と異なる授業、受験、とこの 18 か月は常に振り
回された子供達にとってマイナスな面は多かったと思いますが、
その苦労が報われた結果が出たのではないでしょうか。ハンディ
を出来るだけ最少に留めるべく健闘した学校および先生方にも
感謝ですね。

最近とみに感じることですが、コロナ禍＝リモート＋インター
ネットという切掛けも手伝い、都市暮らしから自然の多い地域へ
の移住の声が多く聞かれるようになりました。移住の大きなポ
イントの一つは子供達の教育でしょう。日本の各地に様々な学校
が出来てきて教育の多様化が見られます。イギリスはかなり昔
から都市暮らしを避ける人たちが多く、家族が出来た途端に「田
舎」へ引っ越していくことが珍しくありません。仕事もコロナよ
り前の時代から自宅勤務がほぼ当たり前になっています。いわ
ゆる「人間らしい暮らし」を求めるが故の選択と言うことでしょ
う。同じ理由で、ボーディングスクールが都市にないのも頷けま
す。コロナ禍においてもこの「密」でない状況が助けになってい
ると思います。あらゆる時代の変化が少しずつ生活を変えて行き
ます。いつの時代にも対応できる柔軟性が必要であるということ
をコロナはまた私達に教えてくれているのかもしれません。

Results‼
A レベル  Year 13　2021 年度 試験結果及び進学先

学生 性別 留学年数 GCSE A レベル 進学先（8 月末現在）
A M 7.5 #11(7) 4(3) University College London（都市開発学）
B M 3.5 #7(1) #4(1) Royal Holloway , University of London （心理学）＋スペイン留学予定

C F 9 #12(12) 4(4) St George’ s, University of London/ University of Nicosia Medical 
School in Cyprus（医学部）

D F 4.5 #10(6) 3(1) University of Exeter （生物・医薬品化学）
E M 7.5 #5(1) 3 City and Guilds of London art school（美術ファンデーション）
F M 5 #5(1) #3(1) University of Salford（国際ビジネス学）
G M 9.5 #11(10) 4(4) St George's, University of London（生化学）
H F 5 #8(7) 3(3) University of Edinburgh（生物・医化学品）
I F 5.5 #9(3) #3(1) Oxford Brookes University （生物学） ＋ 日本にて大学受験中
J M 5.5 #11(10) 4(4) University of Buckingham Medical School（医学部）
K F 3.5 #7(3) 3 Bournemouth University（機械工学）

学生 性別 留学年数 GCSE

A M 3 12(9)
B F 4.5 #8(6)
C F 1.5 #9(9)
D F 5.5 #12(12)
E F 2 9(7)
F F 1.5 #7(5)
G F 2 7(6)
H F 3 5(1)
I F 2 #3(1)

GCSE   Year 11　2021 年度 試験結果

# 日本語含む、　(　) 内はグレード A ／ A* の数

CE Year 8　2021 年度 シニアスクール進学

学生 性別 留学年数 進学先

A F 5 Sevenoaks School
B F 4 Canford School
C M 3.5 Shrewsbury School
D M 3 Sherborne School
E F 2.5 Cheltenhan Ladies' College
F F 2.5 King's Taunton School

K.K. ( 中 2 から留学、Moreton Hall） 渡邊オフィス史上初！ Head Girl に任命。快挙です！
S.I.（中 1 から留学、Downside） Deputy Head of House に任命。　K.H.（中 3 から留学、Sherborne） Computer Science 部門
で入賞。ニュースレターにもデザイン掲載。　M.H.（中 3 から留学、Ampleforth） Design Technology Award 受賞　S.T.（小 6 か
ら留学、Oakham）Biology Challenge Award 受賞　M.K.（小 6 から留学、Aysgarth） Mathematics Award 受賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■みなさん、本当におめでとうございます ‼

現役生
卒業生
の活躍

いつから留学しましたか︖そして留学をしようと思っ
たきっかけは︖
中学卒業後の 4 月からです。小学校低学年の頃から毎
夏休み国内外問わずサマースクールやホームステイを
経験し、学年が上がるにつれ高校から海外で勉強した
い気持ちが膨らんでいったためです。日本では、小学
校から女子の一貫校に通っていたため、狭い環境から
出て、外の世界を見てみたい気持ちが強くありました。

現在の仕事について教えて下さい !
米系投資銀行のファイナンス部門において、債券のリ
スクや収益の計算、管理をするプロダクト・コントロー
ルという仕事をしています。大学在学中に東京支社で
サマーインターンを経験し、新卒採用で入社した後、
2019 年にロンドン支社に異動しました。

イギリスへ移動された経緯は︕︖
私的な理由でしたが、幸いロンドンの同じチームで人
を探しているタイミングにも恵まれ話が進みました。
同じ会社内での異動ですが、外部採用と同様に CV の
提出から面接まで行われました。タイミングや部署毎
によって採用状況も変わってきますが、自社の強いグ
ローバルのプラットフォームを利用し、ロンドンや
NY、香港支社に異動した同期社員も数多くいます。イ
ギリスは学生時代約 8 年過ごした私のセカンドホーム
ですが、大学卒業から 3 年後に社会人として住むのと
学生として住んでいた時との大きな違いを感じていま
す。懐かしい場面も数多くある反面、学生時代とは違
う新たな目線で生活するイギリスはとても新鮮です。
ちなみに今年 3 月に長女を出産し、現在育休真っ只中
です！

ご出産おめでとうございます︕︕お仕事への復帰は予
定されていますか︖
今年の 11 月に復帰予定です。まだロンドン支社に異
動して 2 年ですが、グローバルでは同じチームのため、
東京の時代と仕事内容はほぼ変わりませんでした。た
だしロンドン市場は東京に比べて規模が大きいため、
金融商品の数も多く、商品の仕組みもより複雑なもの
が増え、それに伴うより多くの知識が必要です。現場
では常に新しいことを学ぶ機会があるので、自分の成
長は常に感じます。産休後も同じ担当に戻る予定です
が、この業務は自分の専門分野の知識の積み重ねが重
要なので「昨日より今日、今日より明日」の精神を忘
れず働いて続けていきたいです。

ボーディングスクール・大学時代についてもぜひ聞か
せてください。
St Mary’ s Calne という女子校に Year10 で入学し、
A レベルでは数学、物理、経済を選択、その後サセッ
クス大学で経営学を専攻しました。特に苦しかったの
は留学 1 年目です。同級生の喋る速さや内容にもつい
ていけない上に、GCSE( 特に理科系 ) の教科書の単語
の意味すらもわからず辛かったです。一年が過ぎるこ
ろにはその辛さも軽減されましたが、ラーニングカー
ブの最初の峠を越すまではかなり苦労しました。

また学校のオーケストラにも 4 年間在籍し、チェロを
担当しました。毎年、学校全体と保護者への発表会に
向けて練習を重ね、発表会当日も感極まりながら演奏
したのを思い出します。そしてボーディングスクール
時代の友達はやはり同じ屋根の下で生活を共にした仲
間でもあり、一生の友達と言っても過言では無いと思
います。

留学経験は今、どのように役立っていると思いますか︖
留学で得たものは山ほどありますが、中でもコミュニ
ケーション能力の存在は大きいと思います。ボーディ
ングスクール時代には、授業の中で議論をする場を設
けられ、物事を違う角度から考え視野を広げる練習を
させられました。その効果なのか、必然的に「相手に
興味を持つ力」が育ち、常に相手の立場に立って物事
を考える癖がつけられたような気がします。この力は
大学ではもちろん、社会に出てから多様性豊かな場で
他人と関係を築く上で重要なスキルの 1 つになってい
ます。

すばり、今後の目標は︖
仕事と子育ての両立です！東京と違い、ロンドン支社
には周りに同世代のワーキングマザーがいないので少
し不安でもありますが、サポートシステムをうまく利
用しながらこの先のキャリアパスを築きたいです。

最後に大学の進路や、その先のキャリアに迷う後輩に
アドバイスを︕
私は A レベルでの結果が足りず、第一志望の大学に入
れないという悔しい思いをしました。UCAS の結果が
出た時は一日中泣いて将来について絶望感に襲われま
したが、結果的には、入学した大学で毎日充実した最
高のキャンパスライフを送ることができ、卒業後は希
望の職にも就くことができました。この経験から学べ
たのは、たとえ物事が自分の思い通りに行かなくても
努力を地道にし、将来像を常に頭の片隅に置きながら
行動していれば、予想以上の習得や出会いがあるとい
う事。誰一人皆人生の中で挫折を味わうことは沢山あ
ると思いますが、その挫折感を忘れず悔しさをバネに
次のゴール地点へ進む事ができればきっと思いがけな
い将来との出会いがあると思います。

Alumni's JOB ご出産直後の超多忙時期にもかかわらず、インタビューに二つ返事で快諾してくださった
石川恵梨（いしかわえり）さん。留学が「相手の立場に立って物事を考える」ことに気付
くきっかけだったと聞き、留学がもたらす新たなスキルに共感しました。　　　　　鐵屋
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