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アメリカへの留学生は増加中

特集 スポーツ関連の留学って何があるの？
拡大するスポーツビジネス
ワールドカップ南アフリカ大会出場の日本代表チームで
攻守の要と期待される田中マルクス闘莉王選手はブラジ

グやコンディションの調整等多岐に渡ります。そのため
に、スポーツ理論、トレーニング機器の知識、栄養剤な

ル、サンパウロ州の出身。16 歳のとき千葉県の渋谷幕張

どの知識、救急時に対応出来る基礎的な医学知識、選手
とのコミュニケーションを図るための知識など、非常に

高校へのスポーツ留学生として来日しました。それより
遡ること 10 年以上、1982 年には「キング・カズ」こと
三浦知良選手が日本からブラジルにサッカー留学に旅立っ
ています。

広域な知識と訓練を身につける必要があります。日本で
は現在、国家資格としてアスレティックトレーナーへの
法規制はありません。この分野のトップレベルにあるア

スポーツ留学にはプレーヤーと

メリカでは 1950 年 National Athletic Trainer’s Associatio
n(NATA)が設立され、一定の基準を確立しました。それ

して表舞台での活躍を目指す人
もいれば、選手を支えるために

以降プロスポーツ、大学間競技、民間レベルの競技など
多くの現場で認知されたアスレティックトレーナーとい

舞台裏で活躍を目指す人もいま
す。舞台裏であってもその道の

う職業が 1990 年にはアメリカ医学会（American Medical
Association）によって健康管理の一員として認められま

プロであることには変わりあり
ません。表舞台、舞台裏ともに社会から必要とされる能
力、技術を研鑽する道は開かれています。今回はスポー

した。この間スポーツビジネスの面でも非常に大きな転
換期を向かえますが、それにつ
いては後述することにしましょ

ツ関連の留学について考えてみましょう。

う。アメリカでのアスティック
トレーナーへの道程は簡単では

National Athletic Trainer's Association が
基準を設定

なく、一般的には日本の大学院
レベルの教育となり、アスレチッ

スポーツ留学で近年人気上昇中なのはアスティックトレー クトレーニングの学部には次の
ナー。スポーツに関わる人の健康管理が主な業務ですが、 ような様々なプログラムがあり
その職務はケガの予防、応急措置、リハビリテーション、 ます。
試合・競技への復帰スケジュール管理、体力トレーニン 【Physi cal Therapy】理学療法
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【Occupational Therapy】作業療法【Nursing】看護学【Sp

る販売促進とマーケティングの原則や実践についての

orts Medicine】スポーツ薬学【Public Health】公衆衛生【H

概観。目次として、スポーツマーケティングプランニ

ealth Information Management】健康情報マネージメント

ング、ターゲットとなる市場の分類と分析、スポーツ
マーケテイングミックス、スポンサーシップなどが含

【Kinesiology】動作学【Therapeutic Recreation】治療的リ
クレーション

まれる。
スポーツの社会的/文化的側面

スポーツマーケティング元年！？

コーチの原理：コーチとしての哲学、倫理学、安全、お
よび外傷予防に関連。競技者のコンディション調整、

1984 年ロサンゼルスオリンピック大会の組織委員長であっ
たピーター・ユベロス氏が採用した手法によりスポーツ
マーケティングの基礎が築かれました。この大会以前は

若者プレーヤーの成長、コーチ陣の教育とコミュニケー

基本的にアマチュアリ
ズムを重視した運営方

スポーツチームの組織と管理、競技者の実績を評価す

ション、スポーツ技能と戦術を改良するための方法、
る方法の研究。
スポーツ施設とエリア：スポーツ産業に使用される施設

針であったオリンピッ

の研究。 異なったタイプの施設のデザイン、操作、管

クは、スポーツの祭典
として大きな可能性を

理、スケジューリング、およびスタッフ配置。

持っていたにも関わら
ず商業的には重要視さ

スポーツをコンテンツとし

れませんでした。オリ

たメディアでの勤務などス

ンピック開催候補地となった都市でさえ、その費用負担

ポーツ業界に適任なコミュ

を嫌う市民により誘致反対運動がしばしば起こったもの
です。ところがこの大会で『公式権(Official Rights)』と
いう制度を取り入れたことにより商業的大成功を収めた

ニケーション専門家を養成
するための学部として【Spo

のです。『公式権(Official Rights)』は①公式スポンサー
権②公式テレビ放映権③公式商品化権にあてはめられま

ます。このプログラムでは
スポーツジャーナリズム、

した。これによりロサンゼルス大会以前では数百以上存
在したといわれたスポンサーが数十の単位まで激減した

販売促進、宣伝、生産、性
能、スポーツメディアへの広報窓口を含むスポーツコミュ

と言われます。しかし『公式放映権』を得たアメリカの
テレビ局 ABC だけでも 2 億 5 千万ドルの放映権料を支払

ニケーションの様々な情況に向け学生を教育します。 卒
業後の就職先としてはプロ、大学、アマチュアのスポー

い、大会総費用の半額を賄ったといわれています。

ツにおける管理職、ラジオを含むスポーツメディアにお
ける仕事、テレビ局、ネットワーク、出版業界、インター

では【Sports Management】【Sports Marketing】専攻学
部で実際に行われる授業はどのようなカリキュラムが組
まれているのでしょうか？そのいくつかの例を見てみま

ネットスポーツなど等！スポーツ情報とコミュニケーショ
ンの専門家として活躍が期待されます。(Soramame)

しょう。
スポーツにおけるコミュニケーション：スポーツ産業で

Alliance に後輩達がやってきた

rts Communication】があり

の様々なコミュニケーションの調査。 スポーツ組織の
成功と関連したメディアや広報の効果的応用の重要性。
スポーツの財政的側面：スポーツ組織における財政的な
原則、習慣、応用の調査。 収入、費用、収入に影響を

平和のメッセージを伝えに！
Mount Union College

与える問題など、スポーツ組織とプログラムに資金を
供給する方法、経済的影響、予算組みなど。
スポーツにおけるリーダーシップ：リーダーシップの理

母校から高校生たち
が大学へ研修にやっ

論、原則、および習慣の研究。スポーツにおけるグルー
プ相互作用。

てくる！そんな突然
のニュースを聞いて

スポーツプログラム作成：スポーツ組織のプログラムを
作るのに必要となる情報収集。 キャンパスまたはオフ

から、どうやって彼
女たちを迎えようか

キャンパスで行われる、プログラムやイベントを成功 考 え る 暇 も な く 、 と
させるため、広告やフライヤーを作り、予算案を立て、 う と う 広 島 女 学 院 高

新山京子

新山さんと広島女学院の皆さん

校の 12 人が私の大学 Mount Union College へ約 2 週間の
研修へやってきました。

イベントを実行。
スポーツにおけるマーケティング：スポーツ業界におけ
2
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私の大学と広島女学院

く思っています。私の 4 年

は 50 年以上の交流が

の大学生活も半分終わりま

あり、私もこの歴史あ

したが、彼女たちに負けな
いくらい色々なことにチャ

る関係が始まるきっか

レンジして最後まで気を引
き締めて頑張っていきます。

けとなった奨学金を頂
いて勉強しています。

Mount Union College キャンパス

そして、今回の研修から大学の後輩が一人でも出てくれ

今年度からこの研修が
始まったのですが、滞

たらいいなと思います。

在期間中高校生は大学
周辺の学校で原爆や女
地方紙掲載記事

2010/3/26

学院についてのプレゼ

今回の研修ツアーをオハイオで迎えた新山京子さん。

ンをしたり、実際に大
学の授業へ参加したり、さらには広島の高校生が活動し

そして中国新聞の記事を書いた新田葉子さん。
2 人はともに IYEO 広島デスクの OG です。

ていた核兵器廃絶の署名運動を人々に呼びかけました。
私はセメスター中だったので忙しかったのですが、授業
の合間にできる限り、生徒たちと行動を共にしました。

世界何でもランキング

約 2 週間という短い期間でしたが、私が活動していた大
学のラジオ局にゲストとして出たり、新聞には私が彼女
たちの記事を書かせてもらい、
トップ記事として大きく載せ
てもらいました。一人ひとり
が日本では経験できない貴重

全米 1 番の熱血応援団は?
ホームゲームの時、スタジアムがその大学の学生で

なアメリカの大学のキャンパ
スライフを楽しんでいるように見えました。私の大学の

埋め尽くされる度ランキング

教授や友達は彼女たちの素晴らしい英語力や積極的な姿
勢に感動して、日本へ帰国した後も「また来年もぜひ、

1.

マウントユニオンへ研修に来てほしい」と言っていただ
きました。また、今まで教科書のたった 1 ページでしか

Pennsylvania State University, University Park
（ペンシルベニア州）
2. University of Florida（フロリダ州）

教わらなかった原爆について彼女たちを通して多くの人
が実際に何が起こっ

3.
4.

たのか聞いて、一
緒に平和とは何か
を考えることがで

5.

きたことも本当に
よかったです。

University of Michigan Ann Arbor（ミシガン州）
University of Notre Dame（インディアナ州）
University of Maryland, College Park
（メリーランド州）

6.
7.

University of Texas at Austin（テキサス州）
Duke University（ノースカロライナ州）

8.
9.

West Virginia University（ウエストバージニア州）
Boston College（マサチューセッツ州）

10. Wabash College（インディアナ州）

卒業した母校の後
輩が訪れるという
ことで、先輩とし

驚くことに上記 Top10 のほとんどの大学がアメリカ
東部にある大学ですね。
アメリカの大学では、例えば、２学期制の大学でした

てカッコいいとこ
ろを見せないとい
けないなと少し緊

ら、秋学期（Fall Semester）はフットボールシーズン、
春学期（Spring Semester）は Basketball Season という

張していましたが、
アメリカでの生活

ように、スポーツクラブの活動はシーズンごとに異な
ります。スポーツ万能であれば、シーズンごとに違う

を少しでも体験し
てもらい、また私
自身も彼女たちと
素敵な思い出をた

スポーツで活躍することも可能です。ただし、大学の
クラブスポーツチームに所属するには、各チームが定
める条件（GPA など）を満たしていなければ練習にす

くさん作ることが
できたことを嬉し

ら参加を許可しないとしている大学がほとんどです。
まさに文武両道の精神ですね！！
中国新聞

2010/03/24
3
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IYEO Junior Liaison Officer 便り

IYEO の Junior Liaison Officer の津田貴君の活躍が大学の新

「多様な文化から学ぶこと」

聞に掲載されました！ 2011 年春の卒業を目指し、現在一
層の成績アップに挑戦しているそうです。 勉強も！課外
活動も！頑張れ津田君！！

勉強以外の活動も学生生活
には必要です。
僕の場合は津軽三味線を基
本的にはソロで、中国の二
胡やギターとのコラボレー
ションなど色々なイベント
で披露しています。アメリ
カでは珍しい楽器というこ
ともあり、ありがたいこと
に観客の反応はかなり良い
です。他にも音楽や留学生
のイベントを企画するなど
して課外活動に取り組んで
います。
勉強から抜け出してリフレッ
シュになると思いきや、逆
にストレスや苦痛を感じる
こともありますが、多様な
文化を持つ人達と一丸にな
り「何かを成功させる」と
いう行動から学ぶことはと
ても多いです。

Open Doors 2008-2009 データ

アメリカ大学奨学金プログラム

アメリカへの留学生は増加中！

授業料・寮費・食費のおよそ 50%以上の奨学金
奨学金は返済の義務がありません
申込み時の英語力・学力の制限はありません
出願・学業・生活等の準備をサポート（CAP）
複数の大学から奨学金のオファーが届きます

67 万人もの留学生がアメリカで学んでいます！
Institute of International Education による

詳しくは各地の説明会にご参加下さい！

アメリカへの留学生動向調査によると、
2008 年秋より、新たにアメリカで学生

◆説明会予定◆

生活を開始した留学生は 200,460 人、
また、2008 ～ 2009 年度、アメリカで
学ぶ外国人の数は 671,616 人にも上り、

6/ 5（土）1300-1500 大阪デスクにて
6/27（日）1400-1700 福岡デスクにて
同時開催：アメリカの大学教育について
6/27（日）1300-1500 大阪デスクにて
7/18（日）1300-1600 広島 YMCA コンベンション

前年(2007 ～ 2008 年)より約 8 ％増加しています。
うち日本からの留学生は 29,264 人で 13.9%減少していま
すが、それでもなおアメリカへの留学生数が最も多いイ
ンド、中国、韓国、カナダに次いで第 5 位となっていま

ホールにて
同時開催：アメリカの大学教育について

す。近年留学生数が急増している国はベトナム、前年よ
り 46.2%も増加し 12,823 人がアメリカで学んでいます。

8/29（日）1530-1800 福岡市 NPO ボランティア交流
センターセミナールームにて

またサウジアラビアやネパールからの留学生が急増して
いる点も特筆すべき点でしょう。アメリカ商務省による

同時開催：アメリカの大学教育について

4
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と、留学生の存在は、学校に支払う授業料や滞在費など
により、アメリカに対し 178 億ドルもの経済効果をもた

留学偉人伝

らしているとのこと。巨大な産業といえるかもしれませ

三浦知良

ん。

2008/09 年度

誇り高きパイオニア
留学生数トップ 10
15 歳で単身サッカー留学 1967 年静岡県静岡市に生ま
れる。1982 年 15 歳の時単身ブラジルへ留学。1985 年

TOTAL

671,616(人)

7.7(%)

1

インド

103,260

9.2

2

中国

98,235

21.1

3

韓国

75,065

8.6

には、静岡で開催される SBS カップ（国際ユースサッカー
トーナメント）にキンゼ・デ・ジャウーの一員

4

カナダ

29,697

2.2

として凱旋参加し当時静岡高校選抜選手だった

5

日本

29,264

-13.9

6

台湾

28,065

-3.2

メキシコ

14,850

0.1

13,263

10.2

ブラジルでの屈辱と栄光 翌年にはサントス FC（ペレが
在籍したチーム）と初めてプロ契約を交わした。しかし、

12,823

46.2

この１年間に出場できたのは１部リーグ２試合のみに留

12,661

28.2

まり、現地のマスメディアからは「サントスのウイング

7
8
9

トルコ
ベトナム

10 サウジアラビア

中山雅史、武田修宏らと試合を行った。

が日本人に務まるわけがない」と叩かれ、半ば戦力外と
なった。しかしその直後にパルメイラスと特別契約を結

日本人留学生は半数以上が大学学部課程に在籍！

び、1986 年、日本で開催されたキリンカップにパルメイ
ラスの助っ人として、またブラジルサッカー

海外からの留学生のうち 50 ％近くが大学院で学んでい
ます。一方、日本人は、57 ％が大学学部課程で学んでい
る点が特徴です。大学院で学んでいる日本人は 21.5%で

のプロ選手として凱旋帰国を果たした。

す。2008 年度、アメリカの英語集中プログラムで学んで
いる日本人は前年より少し減っていますが 7,613 人、そ

W 杯へ導くために

「ブラジルで活躍し、いずれは日本

れでも韓国に次いで 2 番目となっています。

へ戻る」と以前から公言していたことより、J リーグ発
足が現実味を増していた 1990 年“日本のＷ杯出場に貢

留学生の多い短大 TOP10 は？
1.

Houston Community College System, Houston TX

献するために”日本でプレーすることを決断し、読売サッ
カークラブ（現在の東京ヴェルディ）に移籍。J リーグ

2.
3.

Santa Monica College, Santa Monica, CA
De Anza College, Cupertino, CA

開幕後 1992 年には日本年間最優秀選手賞を受賞。翌年
日本人最多の 20 得点を記録し、J リーグ初の MVP を受

4.
5.
6.

Montgomery College, Rockville, MD
Lone Star College System, The Woodlands, TX
Northern Virginia Community College, Annandale, VA

賞した。1993 年に行われたＷ杯米国大会予選でも高得点
を記録し、不動のエースとして活躍し、日本代表チーム
が約 40 年間越せない壁であった韓国代表チームを予選

7.
8.

CUNY Borough o Manhattan Community, New York, NY
Diablo Valley College, Pleasant Hill, CA

で破り、海外メディアからも「KING KAZU」の称号を得
た。しかし、２次予選最終戦のイラク戦でロスタイムに
同点を許してしまい、ほぼ手中にしていた W 杯本大会へ
の出場権を逃した。（ドーハの悲劇）1994 年、

9. Richland College, Dallas, TX
10. City College of San Francisco, San Francisco, CA

ブラジル、日本に次いでイタリアの一部リーグ
であるセリエ A へ渡り、ジェノヴァに期限付

(May)

きレンタル移籍。

アメリカ人に人気の留学先は・・・？

日本 W 杯本大会初出場！しかし！

アメリカ人学生はどこに留学しているのでしょうか？
アメリカ人が留学している国のトップ 10 は、イギリス

1998 年、日本は W

杯フランス本大会初出場の切符を手にしたが、三浦和良
選手自身は本大会代表チームの選考に漏れ、直前合宿地

(約 33,000 人)を筆頭に、イタリア、スペイン、フラン
ス、中国、オーストラリア、メキシコ、ドイツ、アイ

から苦渋の帰国をすることとなった（ニヨンの衝撃）。
帰国後はクロアチアのクラブチーム、クロアチ

ルランド、コスタリカとなっており、ヨーロッパが中
心となっています。残念ながら日本はトップ 10 には入

ア・ザグレブ（現在のディナモ・ザグレブ）へ
移籍を決意した。その後、京都パープルサンガ

りませんでしたが 11 位、5,700 人余りが来日しており、
10 位のコスタリカに迫っています。またアメリカ人も
約 60%が博士課程に留学しているようです。

に移籍。2001 年からはヴィッセル神戸にキャプテンとし
て所属。2005 年 7 月、横浜 FC へ移籍。同年 11 月、オー
5
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ストラリア A リーグ初のゲストプレーヤーとしてシドニー
FC へ期限付き移籍。2006 年に再び横浜 FC
へ戻り、選手兼任の監督補佐に就任。
J リーグ最年長選手の誇り

国際基準の英語能力測定試験

2008 TOEFL 解析

あくまでも“現役”にこだ

わり、現在も尚 J リーグ最年長選手としてプレーを続け
る KAZU。世界各国のサッカークラブチームを渡り歩い
た日本プロサッカー選手であり、現在海外のクラブチー 先日公表された 2008 年 1 年間の TOEFL iBT 解析につい
ムで活躍する日本人選手達の先駆け的存在でもあります。 て前号でも触れましたが、今号ではスコアについてご紹
日本サッカー界に大きく貢献している三浦和良選手です
が、Ｗ杯本大会へは未出場なのです。
(Sai)

トリビアの泉

介しましょう。各セクションにおいてのスコア毎の正解
率は下記のようなデータが出ています。日本人受験者の
Reading, Listening, Speaking セクションにおける平均点は
16 点。約 40 ％程度の正解率になります。Writing は 18
点が平均点。約 60 ％弱の正解率です。4 つのセクション

～唯一と初～

ブラジルサッカー界で成功した唯一の日本国籍の選
手は（現在のところ）彼ひとり。
また、彼はアジア人選手初のセリエ A プレーヤーであ
り、オーストラリアＡリーグ初のゲストプレーヤー。

アメリカ高校交換留学
英語力が身につきます
大学留学にとても有利です
年間 120 万円程度からの参加費用で済みます
各地相談デスクにて説明会を実施中！
6/ 5（土）1000-1200 大阪デスクにて
6/27（日）1000-1200 大阪デスクにて

合計では 50 ％を下回っていることが分かります。
TOEFL とは「英語を母国語としない人々を対象に実施さ

7/25（日）1430-1700 アクロス福岡こくさいひろば
交流室にて

れている国際基準の英語能力測定試験」で、米国の ETS
(Educational Testing Service)が実施しているテストです。
TOEFL は世界中で実施されており、その測定スコアは約
6000 以上の高等教育機関が入学基準（のひとつ）として、

同時開催：中学・高校生のための国際教育
研修会・Study Abroad Workshop
6
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世界の国旗 Q&A

(10)

が組み合わさった問題）

南アフリカ共和国
～ アフリカ大陸最初の WC 開催国

スコアは各セクションとも最高点は 30 点、最低点は 0

～

点。

総合スコアの最高点は 120 点、最低点は 0 点。ス

コアはテスト日から 15 営業日後ぐらいに開示され、自

今号では 2010FIFA ワールドカップ開催国である南アフ
リカ共和国の国旗を取り上げてみました。

分の ETS アカウントで確認できます。しかし、郵送でス
コアレポートを受け取るにはテスト日から１ヶ月程度を
要します。

南アフリカ共和国の現在の国旗は、1994 年 4 月 27 日に

(Sai)

制定されました。アパルトヘイトの終焉と同時に、人種
差別主義からの決別を明確にする意味での新国旗の制定
でした。当初、旗に使われる色には象徴する意味は無い

世界の「食堂車の」
車窓から

とされていましたが、公式に発表されているわけではあ
りませんが、それぞれの色には意味があるという説もあ

ボイキーコースって
そどんなコース？

ります。（赤：過去の対立で流された血、青：空と２つ
の海／インド洋と大西洋、緑：欠かせない農場と自然、

南アフリカ料理の代表選手としてまず筆頭にあげられる

黄：産出される天然資源の代表である金、黒：多くの国
民の肌の色と同時に他のアフリカ諸国とのつながり、白：

のは『ボボティー』。これはカレー粉やターメリックな
どのスパイスがたっぷり入ったミートローフとオムレツ

南アフリカの白人の国民そして平和）では問題です。

の混ざったような料理で、レーズン入りのターメリック
ライスと供されることが多いようです。ポルトガル系の

問題 1

南アフリカ料理では、とっても辛いペリペリソースで味

Q.
A.

付けをした『ペリペリチキン＆クミン風味のフライドポ
テト』。南アフリカ開拓者の伝統的野外バーベキューは

南アフリカ共和国の首都は？
プレトリア

『ブラーイ』といわれ、今では屋内でも盛んなようです。
喜望峰があり海に面する立地からシーフード料理も盛ん

首都は国際空港のあるヨハネスブルクではなくプレト
リアです！お間違えなく！！
問題 2
Q. 中央部分の“Y”の字が横になった形には意味があり

で、フィッシュ&チップスやマグロのステーキ、フィッ

ます。このデザインは何を意味するものでしょう？
A 「.国内の様々な人種や民族が協調、統合され、前進

はボイキーのコース？と想像してしまいますが、南アフ
リカの 11 の公用語の 1 つ“Afrikaans；アフリカーンス

シュスープなども良く見かけます。『ボイキーコース』

語”のポイキー（鉄鍋）とコース
（料理）の意味であり、単にポイ

する」という意味。

キーとも呼ぶようです。牛肉を使っ
たビーフポイキーや羊肉を使った
ラムポイキーなど多くの種類があ

多民族国家であり、手付かずの自然が豊かな国、南アフ
リカ共和国。その姿を W 杯開催をきっかけとして、サッ
カーの試合だけではなく、より多く学びたいと思います！！

ります。
入学判定に用いています。日本国内
でも大学内の単位認定や入学事件時
の優遇、選考基準として様々な方面

南アフリカ料理の特徴は、その起源の多様性にあるとい
えるでしょう。大航海時代以前からこの地に住んでいた

で利用されています。

先住民文化に加えて、この時代以降多くの入植者が移り
住んできたからです。ポルトガル、オランダ、フランス、

TOEFL iBT は Reading（読む）、Listening（聞く）、Spea
king（話す）、Writing（書く）の４セクションで構成さ
れています。iBT とは、Internet Base Test の略称で、試

イギリスなど多くのヨーロッパ列強諸国による植民地化
の波、そして列強諸国が既に植民地としていたアジアか
ら使用人として連れてこられた人々。オランダ植民地下

験会場では１人 1 台、インターネット接続されたコンピュー
ターが割り当てられるオンラインテストです。試験の所

のインドネシアやイギリス殖民地下のインドからケープ
に移住した人たちはやがてケープマレー

要時間は約 4 時間。以前の TOEFL PBT (Paper Base Test
／マークシート形式)や TOEFL CBT (Computer Base Test)

と呼ばれるようになりました。アフリカ、
ヨーロッパ、アジアなど多様な文化が交

と異なり、同時に複数のスキルを測定するための問題(Int
egrated Task)が盛り込まれています。（例えば、“英文

じり合った多民族国家『南アフリカ共和
国』。その食卓は多くの地域からのレシ

を読み、それに関して話される英語を聞いた後、質問に
対して口頭で答える”というように“読む＋聞く＋話す”

ピが共存するとても興味深い料理で溢れ
ているのです。 (Soramame)
7
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IYEO Academic Year in Japan

活動報告＆お知らせ

日本高校交換留学

◆IYEO USA が新体制に！
皆様、初めまして。

いよいよ始動！

この度 IYEO USA の後任となり
ました、North American Nippon
Educational Service の神崎です。
私は、シアトルにて約 20 年間、留学カウンセラーとし

あなたの家庭にも

て日本からの留学生をサポートしています。また数年前
まではシアトル地元の企業、スターバックス、ボーイン

海外からの兄妹が！

グ、シアトル・マリナーズの通訳や日本のメディアの翻
訳等もしておりました。皆様のお役にたてるよう努力し
て参りたいと存じますのでどうぞ宜しくお願い致します。

IYEO では今年秋より、韓国のみならず世界各国からの交換留学生
受入を開始します！現在ホストファミリーそして受入校を募集して

住所: 2680 139th Avenue Southeast #22 Bellevue, WA

います。受入れへのご協力をよろしくお願いします！

98005 USA

ご興味のある方は最寄の IYEO デスクまで。

TEL：＋ 1-425-643-1275 Fax： ＋ 1-425-643-4275

e-mail:

◆活動報告
3/31 熊本県国際協会発行季刊誌「VOICE」に IYEO の
紹介記事が掲載されました。（http://www.kum

「日韓合同サマーキャンプ」催行決定!

a-koku.jp/content/asp/topics/topics_list.asp?Pa
geID=46&LC=j&bk=1）

習った英語を韓国「English
Village」で実践しよう！
YEO では中学生を対象に

I

info@iyeo.org

4/ 1 ダマー映画祭実行委員会事務局が広島本部に誕生！
4/13 「異文化体験を通しての自立について」講演

参加者募集中です！

済美高等学校 1 年生(愛媛県)
オリエンテーションにて （広島デスク）
◆活動予定
7/18 2010AYA アメリカ高校交換留学(第 1 陣)出発

■2010 年 7 月 26 日(月)～ 8 月 7 日(土) 13 日間
■2010 年 8 月 9 日(月)～ 8 月 14 日(土) 6 日間
■参加費用 63,000 円（6 日間）83,000 円（13 日間）
詳細は IYEO 各地デスクまで e-mail:

7/26
8/5
8/9

info@iyeo.org

日韓合同サマーキャンプ(第 1 陣)出発
2010AYA アメリカ高校交換留学(第 2 陣)出発
日韓合同サマーキャンプ(第 2 陣)出発

編集後記
目に青葉、山時鳥、初鰹。今年は比較的気温の低い日が全国的に多く、鰹漁も例年より少し遅れて
始まったようです。野菜、魚など自然に由来するものは、やはり人智の及ばない部分があるのですね。
一方 2002 年、世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功した近畿大学水産学部がアラブ首長国連邦、
アブダビ首長国と人材交流や研究開発に関する相互協力の覚書を先日交わしたと先週の新聞で報じら
れていました。今号で特集されたスポーツ分野のみならず、食の分野でも世界トップレベルの大学、
研究チームがビジネスを拡大しているようです。
Sai・May・Sorammame
季刊誌 「IYEO News Avenue Vol. 20」 2010 年 6 月 1 日号
発行
青少年異文化交流推進協会
〒 730-0052 広島市中区千田町 2-1-2 TEL 082-246-9400
URL : http://www.iyeo.org e-mail : info@iyeo.org
編集

岩下小百合（IYEO 福岡）

IIntercultural Youth Exchange Organization (NPO)

八木ゆう子（IYEO 広島）

FAX 082-243-1849

畑俊行（IYEO 大阪）
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