
桜の季節といえば新学期！日本では様々な新生活がス

タートする時期ですね。ところ変わってアメリカでは新

学期は秋からスタートします。2008年秋、アメリカで新

たに学生生活をスタートした留学生なんと173,121人！！

2007年度と比較すると 10.1%の増加です。

今号では、アメリカで留学生として日々勉学に励んで

いる学生たちの動向を探ってみたいと思います。

どの国からの留学生が多い？
アメリカでは、現在 230 カ国から 62 万人を超える留

学生が学んでいます。1980 年代半ばよりアジア各国から

の留学生数が急増し、アメリカで学ぶ留学生の半数はア

ジア人が占めるようになりました。近年は、特に中国・

インド・韓国からの留学生が急激に増加しています。

日本人留学生数は 1980 年半ばからの 5 年間でおよそ

3 倍となり、1994 年度から 1997 年度には日本人留学生

数が1位を占めるほどになり、1997-1998年度にそのピー

クを迎えますが、9.11 テロ以降、2003-2004年度からは

日本人留学生数は減

少傾向にあるようで

す。現在アメリカで

留学生として学んで

いる日本人は 33,97

4 人、全米の留学生

総数の 5.4%、前年と比較すると、3.7%減少していますが、

国別留学生数では依然全体の 4番目を占めています。

★☆アメリカ留学生の出身国上位 10カ国☆★

１．インド 94,563 人 ６．台湾 29,001 人

２．中国 81,127 人 ７．メキシコ 14,837 人

３．韓国 69,124 人 ８．トルコ 12,030 人

４．日本 33,974 人 ９．サウジアラビア 9,873 人

５．カナダ 29,051 人 10．タイ 9,004 人

（出典 Open Doors 2007-2008, IIE ・Open Doors 2008 Fast Facts, IIE）

大学学部生が圧倒的に多い日本人！
近年の日本人留学生には、①大学院に在籍する生徒数

より大学学部に在籍する生徒数が圧倒的に多い、②女性

が男性よりも多い、という特徴があります。

Open Doors の調べによると日本人留学生総数のうち、

61.3%が大学学部で学んでおり、大学院に在籍する生徒数

の約 3 倍となっています。アメリカで学ぶ留学生全体の

傾向と比較すると、他国からの留学生は大学院過程で学

ぶ留学生数が学部課程留学者数を上回っているのに対し、

日本人留学生の数字は逆となっています。特に、Commun

ity College（2年制大学）に在籍する日本人留学生の割合

は、在米日本人留学生全体の約 13%にも及んでおり、こ

れも日本人留学生の特徴のひとつといえるでしょう。

また、1990年以降日本からアメリカへ留学する日本人
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女性が急増したことにより、これまでの男女比が逆転す

現象が起きました。日本人留学生数がピークだった時期

の男女比も男性 44.5%、女性 55.5%と女性上位だったよう

ですが、近年では再び男女比の差が狭まりつつあるよう

です。（出典 IIE/Institute of International Education 1997-1998）

なお、アメリカの英

語研修プログラムに

おける日本人留学生

数は 2005 年までの

過去 20 年間、出身

国別で 1 位を占めて

いましたが、2005 年以降韓国が 1 位となり日本は 2 位

（全体の 17%, 2006-2007 年度）となっています。

留学生に人気の高い専攻分野 は？
アメリカの大学・大学院で学ぶ日本人留学生のみを対象

とする志望専攻分野に関する統計は、近年発表されてい

ませんが、下記は IIE の 1997 年度の統計です。

日本人留学生に人気の志望専攻分野「大学学部課程」

1位：ビジネス.........................20.9%

2 位：社会科学.........................14.3%

3 位：芸術..................................14.1%

4 位：人文科学...........................4.6%

5 位：理学、生命科学.............3.7%

日本人留学生に人気の志望専攻分野「大学院過程」

1位：社会科学........................23.6%

2 位：ビジネス........................19.0%

3 位：芸術....................................9.7%

4 位：教育....................................9.1%

5 位：人文科学...........................8.1%

（出典 Institute of International Education Profiles 1997-1998)

一方、昨年発表されたアメリカ留学生全体の人気専攻分

野ベスト 11は以下の通りです。

1位：ビジネス..........................19.6%

2 位：エンジニアリング.......17.0%

3 位：生命科学............................9.3%

4 位：社会科学............................8.7%

5 位：数学・情報工学..................8.2%

6 位：芸術..........................................7.2%

7 位：健康関連分野.......................5.1%

8 位：英語研修プログラム.........4.6%

9 位：教育学.....................................3.1%

10 位：人文学..................................3.1%

11 位：農学.......................................1.6%

（出典 Open Doors 2008 Fast Fact, IIE）

留学生全体では理系分野に集中しているのに比べ、日本

人留学生は広い分野で専攻を選ぶ傾向にあるようです。

カリフォルニアが人気ナンバーワン！

日本人留学生が多く滞在する地域は以下の諸州です。

1位：カリフォルニア州

2位：ニューヨーク州

3位：ワシントン州

4位：マサチューセッツ州

5位：ハワイ

(Country Locator Report 2006-2007)

留学生全体では、

1位：カリフォルニア州......84,800 人

2位：ニューヨーク州...........69,844 人

3 位：テキサス州.................51,824 人

4位：マサチューセッツ州.31,817 人

5位：イリノイ州....................28,804 人

という順になります。

（出典 Open Doors Fast Fact 2008, IIE ）

留学生が多い大学ランキング
学部生、大学院生を問わず、留学生の多い大学は以下の

通りです。

1 位：University of Southern California (Los Angeles, CA)....................7,189 人

2 位：New York University (New York, NY)....................................................6,404 人

3 位：Columbia University (New York, NY).......................................................6,297 人

4 位：University of Illinois Urbana Champaign (Champaign, IL)............5,933 人

5 位：Purdue University Main Campus (West Lafayette, IN)...............5,772 人

6 位：University of Michigan Ann Arbor (Ann Arbor, MI).........................5,748 人
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Junior Liaison Officer 募集中！
IIYEO では、ジュニア・リエゾン・オフィサー（Junior Liaison Officer）を随時募集しています。JLO とは IYEO 本部の

要請に基づき、就学の様子、学校生活、周りの生徒たちについて等々の現地調査にご協力いただく海外特派員です。

応募資格 ①海外滞在期間が 1年以上経過していること。

②成績が GPA4点満点換算で 3.0 以上であること。

③IYEO 担当デスクあるいは就学中の学校のカウンセラーからの推薦を受けられること。

本プログラムは完全ボランティアで金銭的な謝礼はありませんが、大学あるいは大学院への出願時に「課外活動：

Extracurricular Activities」の欄に内閣府認証 NPO の JLO として経歴を記入することができます。また必要に応じ

当法人理事長名にて証明書を発行、当該学校宛に直送することも可能です。

※お申込は、IYEO 本部あるいは最寄の国内＆海外デスクまでどうぞ！



7 位：University of California Los Angeles (Los Angeles, CA).......5,557 人

8 位：University of Texas Austin (Austin, TX)............................................5,550 人

9 位：Harvard University (Cambridge, MA)...................................................4,948 人

10 位：Boston University (Boston, MA)......................................4,789 人 Sai

僕は 2005 年秋からカリフォルニア州の Irvine Valley

College というコミュニティカレッジに留学し、2 年後

の 2007年秋から IYEO の奨学金プログラムを通してノー

スダコタ州立大学に編入しました。大学では Natural Re

source Management という環境、農業系を専攻し、日々

勉強に励むと同時に、寮で RA (Resident Assistant)とし

て働きアメリカを肌で感じながら日々頑張っています。

現在、Independ

ent Study をする

目的で一時的に日

本に帰国していま

す。Independent S

tudy とは大学で取

れるクラスの一つ

で、大学レベルの

自由研究の様なものです。内容は主に論文やリサーチ

ペーパーを書くことで、教授と話し合って自分がやり

たいトピックを決め、進捗状況の報告や質問等を逐一

教授と連絡を取りながら研究に取り組むという形式で

す。学校から提供される講義や実習などはなく、自分

のやりたい研究を行って論文を書きます。ノースダコ

タ州立大学や他大学でも、Independent Study をする生

徒は少なく、ましてわざわざ海外まで行き Independent

Study をする人は極めて稀だそうです。僕が日本で Inde

pendent Study をしたいと相談すると、教授は「どう対

処すればいいかわからん」と混乱していました。

アメリカで留学生ビザの資格を維持するには、1学期

に最低 12単位を履修する必要があります。また、一時

帰国などの事情により 5ヶ月以上アメリカを離れる場合

には、次回渡米の前に改めて学生ビザを取り直さなけ

ればなりません。

僕のケースについて留学生オフィスのスタッフに尋

ねたところ、やはり 5ヶ月以上日本に戻るなら、学生ビ

ザを再取得する必要が出てくるそうです。しかし最低

履修単位については、アメリカの留学生に求められる

条件は当てはまらず、Independent Study 履修者として、

日本滞在中もノースダコダ州立大学生の身分が確保で

き、それが終われば再び大学に戻りクラスを取ること

が可能とのことでした。

その他にも大学に戻ったときの寮や RAの仕事、現在

支給されている奨学金のことなど、多くの準備が必要

でしたが、Independent Study で自分の学びたいことを

学ぶため、僕は一時帰国をすることにしました。

このように、色々と面倒の多そうな日本での Independ

ent Study ですが、正直なところ、Independent Study を

しようと決意した理由は、本当に学びたい事があった

からです。最初は、祖父母から農業、食の作り方を教

えて貰う為に、大学を休学して日本に約 1 年帰るつも

りでした。僕の一番の興味は農政や環境政策、流通な

どの政治系、社会学系ですが、昔から祖父の影響で農

業に興味を持っていて、大学でも農業関連の勉強をす

ることが多く、実際に日本式の農業を実践で学んで今

後の勉強に活かしたいと考えていました。それをアド

バイザーに相談したところ、Independent Study につい

て教えてもらったのです。「休学なんてしなくても Inde

pendent Study という方法をとれば、単位も取れるし

（通う大学によって取れる単位数は異なりますが）自

分のやりたい勉強もできて一石二鳥だ」と勧められ、

今の状況に至っています。
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日本人の留学先ランキング
日本人が留学先として選ぶ国はどこが多いでしょう

か。海外の大学等で留学生活をする日本人の数は約

8 万人。その約 7 割にあたる生徒が欧米諸国を留学

先として選んでいます。その内訳は以下の通りです。

1位 アメリカ合衆国 38,712 名

2位 中国 18,874 名

3位 イギリス 6,179 名

4位 オーストラリア 3,380 名

5位 ドイツ 2,470 名

6位 フランス 2,152 名

7位 台湾 2,126 名

8位 カナダ 1,750 名

9位 韓国 1,106 名

10位 ニュージーランド 916名

上位 10 カ国を合わせて 77,665 名。日本人留学生の

約半数がアメリカを留学先に選んでいるようです。

（出典 アメリカ合衆国/Open Doors Fast Fact、中国/中国教育

部、イギリス・オーストラリア・ドイツ・フランス・カナダ・韓

国・ニュージーランド/OECD「Education at Glance」、台湾/台湾

教育部各 2005 年度版）

世界何でもランキング

アメリカ大学奨学金プログラム参加者寄稿

アメリカの単位を日本で
取得出来るって？！

津田 貴 ノースダコタ州立大学



今回の Independent Study の内容は主に日本の農業問題

です。今や国民の食糧の大部分を輸入で賄うという現状

の日本は、食糧安全保障の側面からも、経済的・文化的

側面からも問題は山積みです。その一因として、農業政

治の構造的な問題や農地運用の非効率、グローバル化や

外交上の圧力など様々ですが、日本人特有の「食」と

「土地（農地）」に対する価値観が絡み合っていると考

えています。また、特に米に関して焦点を当てたいと考

えています。食は文化の象徴であり、生産量、消費量、

作付面積や歴史などから考えても日本を象徴する食とは

やはり米と考えます。世界三大穀物の米は、古来より世

界中で食べられていますが、食べ方、加工の仕方、年貢

など、日本ほど米に対して特殊な文化を持つ国はほとん

ど例がありません。そういった日本の農業の特徴と問題

を累計データや外交の動き（特に対アメリカ）、本や資

料などと照らし合わせながら勉強したいと思っています。

この勉強をすることで日本の農業構造の大まかな体質

を本質的なところまでつかめれば今後他の国の農業の勉

強をする時に比較できますし、その国の手法を見習うべ

きか否か、それを日本に適応させたらどうなるかなど、

もっと建設的な議論や勉強ができるようになると思いま

す。そういう事を始めとして、できれば近い将来大学院

に進んだときの研究のための基礎知識や経験として役立

てたりと、この Independent Study を今後の勉強に活かし

ていきたいと思っています。

留学生活を通じて、Independent Study に限らず、大学

内に限らず、どこにいても何をしていても「学んでいる」

という姿勢を保とうと考えるようになりました。価値観

や経験により「留学で何を学ぶか」というのは人それぞ

れですが、自分の中で留学とは、勉強する分野に関係な

く自分の無知を知る機会の尊さ、そして自分自身を、日

本人としての自分を違う視点から学ばせてくれるもので

す。そういうことが自由にできる境遇にあることに感謝

しながら、「できる」じゃなく「やる」行動あるのみで

がんばっていきたいと思います。

野口英世は明治 9 年（1876 年）11 月 9 日、福島県耶

麻郡翁島村（現在の猪苗代町）に野口佐代助、シカの長

男として生まれ、野口清作と名付けられました。

野口家は代々農家を営んでおり、あまり裕福ではなかっ

たようです。1 歳の時に母、シカが目を離した隙に囲炉

裏に落ち左手に大火傷を負いましたが、医者にかかるこ

とができずに癒着。この大火傷は、英世にとって最大の

コンプレックスとなった反面、偉大

な功績に繋がる原動力となったと言

われています。

当時は尋常小学校での 4 年間が一

般的な義務教育であり、その上級学

校である高等小学校には経済的余裕

のある家庭の子供しか進学できませ

んでしたが、猪苗代高等小学校教頭、

小林栄先生に才能を認められ、彼の薦めで猪苗代高等小

学校に明治 22年(1889年)入学しました。

明治 24 年（1891 年）同級生である八子弥寿平らの募

金により、洋行帰りの医師、渡部鼎の下、左手に負った

火傷の手術を受け成功しましたが、英世の左手は完全に

自由になったわけではありませんでした。

しかし、この手術がきっかけとなり英世は医師となる

決意を固め、高等小学校卒業後、手術を受けた会津若松

の会陽医院に薬局生として入門。難関と言われていた医

術開業試験を 1 回の受験で合格しました。医術開業試験

に合格した英世は上京し、医師国家試験予備校である済

生学舎（現在の日本医科大学）で医学を学びました。

明治 26 年（1896 年）英世が 19 歳の時、医師国家試

験の前期試験（筆記試験）に合格、後期試験（臨床試験）

では病名を言い当て、20歳で医師免許を取得しました。

（当時“前期 3 年、後期 7 年”といわれるほど、医師国

家試験に合格することは難しかったようです。）

医師となった英世は医学を更に極めたいという向学心

から、一般の開業医ではなく研究者として身を立てる決

意を固めました。研究者として身を立てる決意をした英

世は、順天堂病院助手、高山歯科医学学院で講師を務め

た後、明治 31 年（1898 年）、北里伝染病研究所に勤務
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留学偉人伝(5)

野口英世

トリビアの泉 ～野口？野之口？～
いつ、なぜ、どうして改名したの？

野口英世の本名は野口清作。坪内逍遥の小説「当世書生気質」に、

遊郭などで遊び呆け自堕落な生活を送る“野之口精作”という名の主

人公が登場します。この小説を読んだ英世は、自分の本名（野口清作）

と自身の放蕩経験が極めて近いことに気付き改名を決意。簡単ではな

い改名手続はこのような手段で行われました。

①清作という名の人物に戸籍上の集落の野口家の養子に入ってもらう

②同一集落に野口清作が 2 人いるのは紛らわしい、と主張

③野口英世と自身が改名することに成功

そこまでして 改名したかったんですね・・・

ノグチセイサクとノノグチセイサク・・・

ノがひとつ多いだけなのに！坪内逍遥の小説を読んでみれば英世の気

持ちがわかるかもしれませんね！？



することとなります。当時来日していたサイモン・フレ

クスナーの案内役を努めた際、フレクスナーにアメリカ

留学の可能性を打診。明治 33 年（1900 年）ペンシルバ

ニア大学でフレクスナーの助手として毒蛇の研究を始め

ることでその希望を実現させました。

ペンシルバニア大学での研究の功績が認められ、明治

37年、ロックフェラー医学研究所に勤務することとなり、

様々な病原菌・病原体の研究に没頭するのでした。英世

の研究スタイルは、膨大な実験から得られるデータ収集

を重視した実践派であり、想定される実験パターンを全

て完璧に実効し、尚且つその作業は驚異的なスピードと

正確さをもって行われました。この特異な研究スタイル

から、当時のアメリカ医学界では英世の事を“実験マシー

ン”“日本人は睡眠を取らない”と揶揄する声もあった

そうです。

英世が最後に研究していたのが有名な黄熱病。イギリ

スの医学者で西アフリカの黄熱病を研究していたストー

クスが英世が先に発表していた野口ワクチンは黄熱病に

は効かないという論文を発表。その後、ストークスは黄

熱病で亡くなりました。そして英世はアフリカ行きを決

断し、昭和 3年（1928年）ガーナにて黄熱病の病原体特

定のための研究を開始します。しかし、その約 7ヶ月後、

自身も黄熱病に感染し、「私には分からない」という言

葉を残して 51歳の生涯を閉じたのです。 Sai

「俺は有名な映画監督になる！」週刊少年ジャン

プ系の漫画にもありそうな意気込みで、多大な努力と犠

牲と運が必要とされる道を僕は選んだ。良くも悪くも規

模のでかいアメリカ映画の技術と産業を学ぶため、2008

年 1月、ミズーリ州の Lindenwood University マスコミュ

ニケーション専攻で奨学生として入学。現在は、授業料・

寮費・食費の年間総計の半分以上を大学から支給される

奨学金でカバーし、近い将来、映画学部で有名な大学へ

の編入することをめざして日々準備している。

Lindenwood Univ

ersity は 1827 年設

立、西アメリカで

は 2 番目に古い大

学であり、在籍学

生数6,000人以上、

80カ国からの留学

生数 700 人以上と

いうリベラルアー
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IYEO Junior Liaison Officer 便り

馬場 弘基 Lindenwood University

IYEO の Junior Liaison Officer の馬場弘基君からのお便

りです。彼はアメリカ大学奨学金プログラムで大学生生

活をスタートすると同時に大学の Work & Learn 制度に

も挑戦中です。本業である勉学と労働の両立は決して容

易ではない中どのように両立を図っているのでしょう？

■Work & Learn とは？

学生がキャンパス内での仕事に責任をもって従事するこ

と。アメリカでは原則として留学生の有給労働は禁じら

れていますが、大学の許可を得て、かつ労働の場が大学

キャンパス内であることを条件に有給で働くことが可能

となっています。

世界の国旗 Q&A (5)
大韓民国

先日の World Baseball Classic でも日本と激闘を繰り広げ

た韓国。今号では、身近な国でもある大韓民国の国旗に

ついてご紹介します。

大韓民国の国旗は、昔から通称“太極旗（たいきょくき）”

と呼ばれています。現在の太極旗は 1949年 10月 15日

に大韓民国の国旗として採用されました。白地の中央に

ある円で太極※を表し、その円の中に赤と青の２色から

なる陰／青と陽／赤が存在、旗の四隅に“封”を意味す

るものがデザインされた旗です。四隅にデザインされて

いるシンボル“四封”には、それぞれ意味があり、左上

が乾(けん：天を意味する）、右下が坤(こん：月を意味

する）、右上が坎(かん：月を意味する）、左下が離(り：

日の光明の精神を意味する）と、向き合っているものが

一対となってひとつの意味を持ちます。

◆太極：古代中国の宇宙観で、万物を構成する陰陽二つ

の気に分かれる以前の根元の気。南宋の朱熹

(しゅき)は、太極は天地万物の根拠の理である

と考えた。天地がひとつになった単一の精神。

◆乾(けん)・坤(こん)：

天(乾)と地(坤)の如く永遠性のある無窮の精神。

◆離(り)・坎(かん)：

日(離)と月(坎)の如く、光あふれる光明の精神。

さて、ここで問題です。

Ｑ．対極旗の白地も大きな意味があります。その意味は？

Ａ.（正義人道を意味する）平和の精神

ちなみに現存する最古の太極旗は 1884 年に作られたも

ので、本国韓国ではなく、なんとアメリカのスミソニア

ン博物館に所蔵されているそうです。



ツカレッジだ。

Lindewood University の奨学金は Work & Learn という

合理的な制度が採用されている。奨学生の大半は、週 10

時間以上（1 セメスターで 150 時間以上）のキャンパス

内で仕事（Work & Learn）に参加することが入学当初か

らの約束。カフェテリア、図書館、郵便局、コンピュー

ター管理、チューター、グランド整備、キャンパス内警

備等、講義の合間に Work & Learn の学生がキャンパスの

あちらこちらで仕事をしている。難しい労力や技量を必

要としない仕事は全て学生達が行っているという環境だ。

この制度の短所と思われるのは、学生の適正や技量等

あまり関係なく誰でも何かしら仕事をすることが可能で

あるため、職場での人間関係や環境、システムの効率が

悪い場合もありストレスを感じることがある点だ。いず

れにせよ週 10 時間以上の労働は、英語力の高い留学生

であっても大変である。

入学 1年目の Work & Learn は特別な理由がない限り、

“食っても食われるな”のカフェテリアでみっちり鍛え

られる。給仕、皿洗い、掃除などの飲食業はタイムシー

トにより、全て記録されるのでサボることはできないの

だが、シフトやスケジュールは存在しない。「人手が少

なく人の数倍働いた」「人手が多すぎてあまり働くこと

がなかった」など労働量がばらばら。文化や人間性の違

いも出てくる。日本人の“もったいない精神”と掃除は

世界一ではないだろうかと感じるほど価値観の大きなズ

レがあり僕には辛かった。カフェテリアでの仕事の長所

は、1 セメスターで Work & Learn 制度の通常規定より 6

0 時間余分に働くとその超過分はアルバイト代として現

金支給となることだ。留学生は有給の労働が禁じられて

いるが、キャンパス内の仕事に限り、大学側の許可があ

れば勤務可能な時間制限はあるが有給で働くことが可能

となる。時給 800 円程度であるが、有給の労働を禁じら

れている留学生が空き時間を有効利用し、自力でお小遣

いを捻出するには悪くないシステムだと思う。ただし本

分である学業をきちんとこなした上での話しである。

Work & Learn の最も良い点は、春夏冬の長期的な休み

にも授業をとりながらキャンパスで働くことができると

いう事。週約 40 時間の労働で、寮費、食費、学費、す

べてカバー、やろうと思えば数カ月の休みで個人的負担

全く無しで勉強しながら過ごせる。僕の去年の夏の仕事

は汗と水と日焼けのグランド整備。体力と精神も鍛えら

れたが、もちろん授業もあったので頭も鍛えられた。

そしてこのセメスターからは、

幸運にもキャンパスのテレビ局 L

UTV Station で働くことが可能に

なった。深夜にラボで勉強してい

た時、テレビ局の人と意気投合、

働けるよう推薦して下さった。カ

フェテリアでの仕事と同様サボることはできないし、ほ

ぼ全員がアメリカ人なので会話について行けない時もあ

る。将来の転校に備え、General Education の教科ばかり

とっていて、正直なところ、いつになったら目指す映画

やメディアが学べるのかと不安に思うことがあったが、

今こうしてテレビのカメラワークや編集をやっている。

小さな大学のローカル番組だが、What do you do for Wor

k & Learn, Hiroki ? と聞かれた時、Ah... Just shooting at L

UTV Station. Wow ! TV station? みたいな会話があると

「あ、俺ってすごい！？」とか勝手に思えてきて、言葉

や異文化の壁なんかどうでもよくなってくる。この前ま

でカフェテリアでフライドポテトを揚げたり皿洗いをし

ていた僕が今や「スタンバイ、３，２，１、キュ！」と

か言っているのだ。これはおもしろい。

個人的にこの奨学金制度を備えた大学に入学を希望す

る留学生の傾向は、僕のように、将来は授業料が高いトッ

プランク大学に編入するため資金を節約している学生や、

もしくは財政上厳しいが学びたい一心で頑張っている学

生だと思う。この両者に共通することは「自分の育った

環境を見て、現実と理想との差が激しくても、少しでも

希望や夢を持ち、自分のやりたいことに挑戦したいと思っ

ている人達」であるように思う。他国や自国に関係なく、

そんな彼らとは話が尽きることはなく、お互いに心が熱

く躍動している部分を分かち合うことができる。

まだまだ隙だらけで余裕のない留学生活 1年ちょっと

を送っている僕だが、家族をはじめ、応援してくださっ

ている沢山の皆さんには本当に感謝している。そして日

頃、お互いに励まし合いながら頑張っている友人達の存

在や、温かく、厳しく勉強を助けてくださる先生方も決

して忘れてはいけない。そして日本の IYEO の皆さん、留

学は孤独であるようで、実はそうでもなかったりするん

ですね。なんとかこのセメスターをストレート Aで逃げ

切り、映画名門校 UCLA や USC 編入に近づきたい。そし

てお世話になった人々に、広島風お好み焼きと自分の自

主制作映画を渡したい。もちろんどちらとも自信作だと

胸を張って言えるように、これからも頑張りたいと思う。

～～～

頑張れ馬場君！！いつの日か、馬場君特製広島風お好み

焼きをほおばりながら、Director 馬場の映画を鑑賞できる

ことを、IYEO 一同心待ちにしています。 Sai
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ミズーリ州、Hannibal Lagrange College に留学中の

難波倫子さんが AMC(American Midwest Conferen

ce)の Women's Basketball Awards に選ばれました！！

バスケットボールの本場アメリカで、

さぞや大変な努力の積み重ねだった

ことでしょう。おめでとうございます！

これからも頑張って下さい！！



前回に引き続き、現在アメリカの大学へ留学中の日本人

生徒からのアンケートをご紹介します。

Q1) 食事についての感想は？
☆食べ物の種類は豊富だが、カロリーの高い食事ばかり。

☆ピザ・パスタなど、こってりしたものが多い。

☆カフェテリアがあるので、自炊の手間もなく、ありが

たく思いながら、健康に気をつけて食事をしています。

☆カフェテリアではメニューが同じものになりがち。た

だし、スーパーには日本にはあまりないような国の食

品もあるので、自炊し始めると知らない味を楽しめて

面白い。

☆はじめの数年は食事が合わず、

日本の食べ物が恋しくなり

ました。でも食べ物に慣れた

ら本物。

☆サラダは毎日あるが、毎度毎

度同じ食材・同じドレッシン

グでいい加減飽きてくる。

☆日本の物をアジア系スーパーで買っています。

（送ってもらうより買ったほうが安いです。）

Q2) 1ヵ月のお小遣いはいくら？ 使い道は？
☆２万円ぐらいです。友達と買い物に行ったり、カフェ

に行ったりして使いました。

☆私の場合はほとんどが食べ物にお金を使っています。

☆ふだんお金を使う機会があまりなかったです。教科書、

文房具、たまに行くパーティーなど。しかし、到着時

はお金をよく使うと思います。

☆長期休暇以外は、全くと言っていいほど使いません。

春休みには旅行に行ったので、全部で９万円くらい使

いました。

☆50ドルくらいです。水、お菓子を買ったり、時々の外

食などです。車も無く、田舎なのでお金も使うことが

あまりないので、50ドル以下の時もあります。

☆基本的に４万円ぐらいです。アメリカでも携帯電話を

契約しています。

☆200 ドルくらい。主に友

人との交際費（外食費）。

☆100ドル程で、ガソリン、

映画鑑賞、週末の外食な

ど。

☆携帯代、稀に飲食代。約

５０ドル～８０ドル。

Q2) 1 日の平均自己学習時間は何時間ぐらい？
☆自分は 2 学期間 ESL を受け

たのですが、最初の頃は本

当に慣れるのに必死で勉強

しました。1 学期目は 1 日

に最低 5 ～ 6 時間は勉強し

ていたと思います。2 学期

目はすごく簡単に思えたこ

ともあって、日によっては

2 ～ 3 時間で終わる時もありました。でも大変な時は

徹夜で勉強をしていました。

☆3時間～ 6時間ぐらいだと思います。

☆9時間以上。暇な時は学習です。

☆5時間程度です。

☆日によって違いますが平日 4時間。テスト期間６時間。

☆1～ 2時間程度

☆3～ 4時間くらい、加えて英語を延ばすため英語漬け、

アメリカ漬けの生活をすることを心がけていたのでそ

ういった時間も英語やアメリカを知る自己学習に含む

のなら起きている時間ほとんどです。

☆そのときのタスクの量にもよるけど、平日は平均して

4時間くらい。土日は平均 5～ 6時間くらいです。

☆寝る、食べる、約２時間休憩、授業以外は自己学習。

日本では高知県の海岸等で見かけられる、鯨の浜乗り

上げ事故はこちら南半球のニュージーランドでも比較的

頻繁に発生します。今年の 3 月始めに日本の苫小牧と姉

妹都市になっている北島のネイピアー市の砂浜に乗り上

げたのは、鯨の中でも大変珍しい“巻き上げ歯鯨”（The

Strap-Toothed Whale）でした。

この鯨は南半球の大洋深海に生息

するので、めったにその生態を見

ることができない種類です。成長

した雄は体長６メーター以上になり

ます。嘴鯨の種類の中でも珍しく、下あごから成長する

2本の歯が象の牙のように突き出し、時にはその歯が 30

cm にも成長します。やがて成長した歯が上顎に丸く覆い

かぶさってしまい、鯨が口を開けるにも僅か 10cm 程度

しか開けれない状態になります。つまり日本語の“おちょ

ぼ口”になるわけで、とても愛らしい表情の鯨です。ニュー

ジーランドは 1840 年来、鯨の陸地の乗り上げの記録を

とってますが、浜地に乗り上げたこの種の鯨の数は１０

０頭となっています。

今回のこの鯨は雄で、大変高齢のため巻き上げ歯も途
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～ IYEO海外デスク便り ～

おちょぼ口の鯨

アメリカ大学生活アンケート
Part 3

食事、お小遣い、自習時間



中で折れ、他の歯も磨耗していたそうです。付近の暗礁

に乗り上げた際に負ったと思われる傷から流れ出た血で

辺りの海水は赤く染まり、見るに見れない状況だったと

の発見者の Evans さんの談話でした。環境省の Mr. Adam

s さんが午前 9時 30分に浜辺に到着したときは鯨はすで

に体を動かすことを止め悲しい声を出していたそうです。

近隣の 400 人近くの人達がこの鯨の最後を見守りまし

た。環境省はこの鯨の年齢や DNA他諸々の情報収集の為、

体の１部を収容、骨は首都ウエリントンにある国立博物

館 Te Papa に寄贈されます。

伝統の一戦

春です！ WBC も終わ

り日本、韓国、アメリカ

では待ち望んだプロ野球

シーズンが始まりした。

日本では読売ジャイアン

ツ対阪神タイガースの試

合が伝統の対決と言われていますが、野球の母国アメリ

カでは New YorkYankees 対 Boston Red Soxの対決がそれ

に当たります。New York と Boston には野球に限らず、

実は他にもライバル対決を繰り広げているある物があり

ます。

今や、日本でもお馴染みのクラムチャウダーですが、

発祥の地はアメリカ東海岸ニューイングランド地方と言

われています。日本で目にするクラムチャウダーはボス

トンクラムチャウダーと呼ばれるもので、アサリや蛤な

どの二枚貝に細かく刻んだベーコンや野菜を加え、牛乳、

生クリーム、小麦粉などで調理するクリームスープ系の

味付けです。それに対してマンハッタンクラムチャウダー

は赤いトマトソース系の味付けで、乳製品の代わりに水

やトマトピューレーなどを使います。マンハッタンクラ

ムチャウダーという名前がつく前はコニーアイランド風

とかフルトンマーケット風とも呼ばれていたそうですが、

コニーアイランドの近くにあるシープスヘッドベイやフ

ルトンマーケットがかつてのニューヨーク市内の大きな

魚市場であった名残からこの名前がついたものと考えら

れます。またニューヨークにはイタリア系移民が多かっ

たこともトマト味が生まれた要因ではないでしょうか？

筆者としては、クラムチャウダー、野球チームともに

断然ボストンを支持したいのですが、皆さんはどちらの

ファンでしょうか？ Soramame
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アメリカ高校交換留学 2010 募集開始！

2010 年夏に出発する「アメリカ高校交換留学生」の

募集が始まりました。数多くの留学プログラムの中で、

以下の特徴を持ったプログラムです。

①受入先ホストファミリーは無報酬のボランティア。

②就学校となる現地の公立高校の授業料が免除される。

③参加費用が格段に安価。

④参加に際して英語力等の選考試験はあるが、一般的

に大学間で行われている交換留学プログラムに参加

する場合と比較して審査が緩やか。

◆保護者の帰国後アンケートより◆

問：アメリカ高校交換留学プログラ

ムをお知り合いに勧めたいと思

われますか？

答：長男から始まり今回の末っ子まで、兄弟全員この

プログラムに参加、一貫して周囲にも勧めていま

す。人間としての成長にこんなに影響力の大きな

プログラムはなかなか無いと思います。

ご相談、お問合せは最寄の IYEO 国内各地デスクまで！

≪フリーダイヤル：0120-52-9686≫

世界の「食堂車の」

車窓から

編集後記
オフィス近くの公園の桜が満開です。皆さんはどのような春をお過ごしでしょうか？

先日、高速道路を利用して隣県まで花見に行ってきましたが、高速道路の料金が一律\1,000 になった

せいか、通常より倍以上の渋滞に巻き込まれました。渋滞は困りますが、世界基準と同等の高速料金

になったのは有難いことです！

今回も多くの方々から寄稿を頂きまして、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました！！

Sai・May・Soramame


