
文部科学省と厚生労働省のまとめによると、ことしの日

本の大学等高等教育機関卒業生のの就職内定率は、大学

（学部）で 68.8 ％（昨年同期比 4.3 ポイント減）、短大

や、高等専門学校、専修学も含めると、全体では 66.3 ％

（同 3.9 ポイント減）と、厳しい状況となったようです。

今回は、海外の就職事情について特集しています。海外

の大学や大学院に留学を志す人、あるいは現在留学中の

皆さんにとって参考になれば幸いです。

皆さんはボストンキャリアフォーラム（以下 BCF）をご

存知ですか？ BCFは世界最大の日英バイリンガル就職イ

ベントです。私はこのイベントに 2009 年、2010 年と参

加しました。私が体験し感じたことなので、すでに参加

された方の中には私と違う感じ方をされる方もいらっしゃ

ると思いますがぜひ参考にしていただけたらと思います。

私は、大学３年生だった 2009 年に初めてこの BCF に参

加しました。私は大学１年生の時から地元広島である合

同会社説明会や、東京で行われる大規模な留学生対象の

キャリアフォーラムに参加していました。BCF に参加す

る前は、日本のものと同じようなものであろうと思って

いましたが、会場に入ったとたんに鳥肌が立ったのも

今でも覚えています。あの雰囲気は行った人にしか分か

らないと思います。とにかく足を運んでまず雰囲気に呑

まれないようにすることから始めるといいと思います。

事前登録を忘れずに！
その際、事前に登録することを忘れないようにしてくだ

さい。事前に登録していない場合は、入場に時間がかかっ

てしまいます。会場へは時間に余裕を持って行きましょ

う。かなりの列ができます。イベントは３日間とホーム

ページに掲載されていますが、イベント３日目はほとん
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・特集 気になる就職(1) キャリアフォーラム参加心得

・特集 気になる就職(2) さて海外の就職事情は？

・世界就職希望企業ランキング トップ 10

・インド財閥ハーバード大に 5000万ドル寄付

・留学偉人伝(12) 新島襄

・ただいま「日本」に留学中！！(2)

・世界の「食堂車」の車窓から 猪口令糖

・米国大学スポーツ奨学金トライアウト同行記録(後編)

・AYA2009アメリカ高校交換留学帰国後アンケート

・世界の国旗 Q&A (11) イタリア

・「ソーシャル・ネットワーク」米大学生と Facebook

・活動報告＆お知らせ
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拡大特集 気になる就職(1)！！

留学生のためのキャリアフォーラム参加にあたって！

準 備は周到に！

キャリアフォーラム参加「心得」
岡本圭介＠ Univ. of MountUnion (広島)

トリノ研修(イタリア)にてクラスメートと



どの会社がブースを閉めてしまいます。注意して下さい。

ホテルの予約は半年前から！
ホテルの予約は最低でも半年前にしましょう。可能であ

れば、BCF のホームページがオープンしたと同時にホテ

ルを確保してください。期間中ほぼ全てのホテルで満室

になります。今回私は以前に同じ大学に在籍していた友

人の家に２泊させてもらったのですが、最後の１泊はホ

テルに泊まりました。一泊でおよそ 200 ドル。どこのホ

テルも大勢の日本人、中国人が全米から押し寄せること

を知っているので高くなっています。また、会社によっ

てはイベントの一日前にホテルの会議室やロビーで会社

説明会や面接を行うところもあります。私が受けた会社

も１日前に会社説明会や社員懇談会を実施したところも

ありました。ホテルを１日前に予約するのは、賭けのよ

うなものですが、急に会社から連絡がきますのでそのと

きのために、予約しておいてもいいかもしれません。私

が泊まったホテルは、泊まる１日前ならキャンセルでき

ましたので、会社から何も連絡がない場合はキャンセル

したらいいのではないかと思います。

何を持ってい行く？
荷物に関してですが、私は念のためスーツ上下 2 セット

シャツ 3 枚持っていきました。また、少し肌寒いと思い

ますので、スーツの上に羽織る上着を忘れないようにし

てください。選考が順調に進んでいる方の中には、レセ

プションディナーに誘われる方もいらっしゃるかと思い

ます、そのためにも忘れないでください。

レジュメは完璧に！
私はそれほど業界を絞らなかったので、さまざまな業界

の企業にレジュメを送りました。BCFを運営している CF

N のホームページ上でレジュメを作ることができて、ワ

ンクリックで自分の希望の会社に送ることができます。

このときは証明写真はいりません。しかし、本番当日は

写真を要求する企業が多いので準備を忘れないようにし

てください。私は事前に 28 社にレジュメを送って 9 社

から面接の案内を頂きました。正直これ以上の会社から

面接の案内を頂いていたら、どこかの企業をキャンセル

することになっていたかもしれません。私は１日 5 社が

最大のように感じました。

面接の予約を取るためには書類選考に通過する必要があ

ります。かなりの人数が事前に応募するので、レジュメ

は完璧にして下さい。私の学校には、一人だけ就職活動

経験者がいましたので、その友人に毎回添削をしてもら

いました。このように友人や経験者に添削を頼むことを

お薦めします。 私は、レジュメは特に指定がなかったら、

市販のもの、パソコンからプリントアウトしたもの、ど

のようなものでも大丈夫です。

面接は日本とほとんど同じです。違うところは、白いカー

テンで仕切られたインタビュールームが狭く、面接官の

方が何を書かれているか確認できます。私が面接で心が

けたのは、自分らしさを最大限に出すことでした。私は

学力や英語に自信がないので、自らの人間性を見てもら

おうと面接前から決めていました。特に BCFでは一時面

接から人事部長クラスの方をお話しすることになります。

特に礼儀や、話し方に厳しい世代の方々なので、それぞ

れの世代、タイプに合った対応をしたらいいのではない

かと思います。 今回、面接を経験して思ったのは、面接

官も同じ人間なので好き嫌いもあり、一緒に働きたいと

思わせ、気に入ってもらった人の勝ちです。たとえ、面

接で落ちたとしても落胆する必要はありません。その会

社と自分は縁がなかったと割り切り次に臨みましょう。

BCF はすぐ目の前に迫ってくるので、しっかり計画を立

てて行いましょう。それではみなさんもご健闘をお祈り

いたします。
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世界何でもランキング

「世界成長力＆幸福度」ランキング

どの国に生まれれば、最も健康で安全に、裕福に、そ

して生活水準を高めやすい環境で生きられるのか？

国民の幸福に関わる５つの側面 教育・健康・生活の

質・経済活力・政治的環境を指数化したランキング。

さて、日本は？

１ フィンランド

２ スイス

３ スウェーデン

４ オーストラリア

５ ルクセンブルク

６ ノルウェー

７ カナダ

８ オランダ

９ 日本

１０ デンマーク

１１ アメリカ

１２ ドイツ

１３ ニュージーランド

１４ イギリス

１５ 韓国

16位以下は、フランス、アイルランド、とヨーロッパ

勢。アジア諸国で 20位までに何とかランクインした

10位の日本と 15位の韓国、アジア勢頑張れ！

News Week 2010年 9月１日号



日本の大学生の就活時期が問題になっている昨今ですが、

海外の大学生は、どのようにして就職をしているのかは

興味あるところです。アメリカをはじめ、お隣の中国や

韓国など、いくつかの国の就職事情をお届けします。

日本よりも学歴社会のアメリカ
アメリカでは、新卒者を定期的に採用すると

いうことは稀です。新卒者と中途採用者の区

別もありません。よって、インターンやアルバイトなど

で希望する仕事に関する経験を得てから就職することに

なり、将来のキャリア模索に熱心な者は大学・大学院在

学中から学内で開催されるキャリア・デベロップメント・

セミナーなどに積極的に参加した後、ジョブインタビュー

(いわゆる面接)を受けるという現状が見られます。これ

はキャリアアップを目的とした転職を繰り返すという事

が一般化しているからのようです。また、十分な学位を

得た暁には 1 年でも早く職業訓練を受け、職歴を身に付

けることが、将来の転職を有利にするための一つの方法

であるといえるでしょう。

アメリカの就職活動に最も必要となるのは学歴(学位)・

専攻・成績(GPA)・職歴の 4 つと言われており、日本よ

りも学歴社会の傾向が強く、全学部全学科を採用対象と

する日本企業が多いのに反し、特化された知識・技術が

好まれる傾向が強いと見られます(例外もあり)。職歴は

最も重要なポイントであるため、職歴を持てない大学生

はインターンシップを行いそれを職歴の代わりとしレジュ

メに記載します。その為、インターンシップ制度が非常

に盛んで、多くの学生・大学・企業が学生に対し、イン

ターンシッ

プを提供

していま

す。「新

卒 」 や

「中途採

用」といっ

た概念す

らないア

メリカに

Vol. 22 IYEO News Avenue Winter, 2011

�3�

Optional Practical Training(OPT)って何？

オプショナル・プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training:以下 OPT)は、学生ビザ(F-1 ビザ)で滞在

する留学生が、在籍中の夏休みや冬休み、あるいは卒業後に、学校で学んだことを社会で実践するために、専攻分

野に関係した分野で最長 12か月働くことを USCIS(United States Citizenship and Immigration Services)により許可さ

れている制度です。OPTには、在学中に取得可能な Pre-completion Optional Practical Training と卒業後取得可能な P

ost-completion Optional Practical Training の２つがあります。

Pre-completion Optional Practical Training では、学期中は Part-time で、休暇中は Part-time/Full-time で就労するこ

とが可能です。全てのコースワーク終了後卒業論文作成などのために働かなければならない場合なども OPTを在

学中に取得、最長 12か月間の就労が可能です。ただし、在学中に取得した OPTの日数は、卒業後 OPTを取得する

際に差し引かれるため、注意が必要です。(Part-time は Full-time の半分とみなされます。)

※STEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics）の専攻で学位を取得した学生は、さらに 17ヶ月間 OPTの

期間を延長する事が可能です。

OPT取得には、1年（Academic Year）以上 Full-time の学生として大学に在籍してお

り、OPTを申請する際に、有効な F-1 ビザを保持していること、仕事内容が専攻と

関係していることが条件です。Post-completion Optional Practical Training として卒

業後に就労を希望する場合は、卒業前に許可申請します。仕事が見つかる前でも申

請は可能ですが、実際の就労は USCIS より Employment Authorization (EAD) Card と

呼ばれる許可証が届いて後となります。OPT中は就職・転職・退職などの情報を所

属する学校の留学生アドバイザーに報告する義務があります。

現在、約 7 万人の学生が OPT制度を利用して、アメリカで実地就労訓練に励んでいるようです。就職する前にア

メリカで働く機会を得ることは、きっと将来働く上で貴重な体験になると思います。皆さんも挑戦してみては？

※詳細は USCIS のサイトで確を。http://www.uscis.gov/ IYEO広島 八木ゆう子

EADカード

特集 気になる就職(2)！！
さて海外の就職事情は・・・？・・



おいて「雇用」は誰にとっても均等な「雇用」であり、

大学生でも既卒でもフリーターでも社会人でも全て同じ

枠で扱われ、その中で最も優秀な者が採用され、また、

“年齢や現在の社会的ステータスのみで履歴書すら受け

付けない”というのは社会倫理上許されないというのが

アメリカの雇用事情です。要は学歴・専攻・職歴が優れ

ており、人間性も問題ないとなれば万人に雇用のチャン

スが設けられているのです。

採用時期は企業にもよりますが、通年を通して不定期で

行っている場合がほとんどで、ポジションに空きが出た

り好景気により更なる雇用が必要な場合は随時募集が行

われています。基本的に終身雇用システムは無いため、

一旦就職しても不適当な人材と判断されれば One Month

Notice(「翌月解雇」の告知)がなされ、そして新たな募集

がかけられます。アメリカはこのような社会のため、労

働力の流動性が非常に激しいのです。

期限付き雇用契約から？のドイツ
ドイツの学生は卒業後、就職活動を開始する

のが一般的です。大学の教育の一部に、企業

での実務実習が組み込まれている事も多く、特に新卒者

専用といった求人はありません。また、新卒者の多くは、

最初の 1、2 年間は期限付きの雇用契約しか結べないこ

とが多くみられます。

フランスではスタージュから
スタージュと呼ばれるインターンシップ制度

が充実しており、これにより職務経験を得て

就職することになるというのが就職の基本的流れです。

スタージュ後、正式採用されることもありますが、期限

付きの雇用契約しか結べないことが多くみられます。

ランキングが影響するイギリス
大学ランキングの浸透に伴い、企業側は上位

校の学生のみを採ろうとする企業が現れ始め

ており、この動きが高等教育進学率を高めています。し

かしながら、経済的な理由でそれが叶わない学生も沢山

いるのも事実です。

韓国も就職難
日本同様に新卒一括採用がありますが、最近、

新入社員募集時の年齢差別禁止が義務付けら

れるように。非正規社員としての雇用が非常に多く、新

卒者の５％しか正規の仕事に就けないと言われており、

正規の仕事に就くのは日本よりはるかに難しいようです。

また、日本同様、留年をして既卒にならないようにする

現象も見られます。2009年から施行された年齢差別禁止

法では、事業主が社員募集広告を出す際には、「xx歳以

下」等の年齢制限をすると罰則または過怠金を受けるこ

とになりました。この法が施行されたことにより、募集・

採用で退職・解雇に至るまで、雇用のすべての段階で、

年齢を理由とした差別行為が禁止されました。

例えば、募集・採用広告に「xxxx 年度以後出生者」、

「満 30 歳以下」、「満 25 歳以上 29 歳以下」 「2009

年卒業(予定)者」、「大学卒業後 2 年以内」のような表

現が入っていると差別になるとみなされます。

中国ではコネも売買？
かつては学校卒業後の就職は国家が世話をし

ていましたが、改革開放後は学生が自分で就

職活動を行わなければならなくなりました。

学生の絶対数が多いため、就職浪人が社会問題となって

おり、就職活動に際しては縁故が有力な手段となってい

るようで、コネを売買する行為も見られ、これも社会問

題となりつつあるようです。ちなみに、人気がある職種

は公務員、8 万元(報道当時のレートで約 120 万円)で売

り出されているようです。また、学歴差別が横行する状

況にもあるとのことです。

留学経験者については、かつては「海亀」と呼ばれ、外

国語を武器に好条件で就職できていましたが、留学が一

般化するに伴い、それだけでは就職できなくなり、就職

活動を行う必要が生じるようになりました。留学帰りで

就職できなかったものは「海帯」と呼ばれているそうで

す。就職先としては、当初は国営企業が人気でしたが、

外資企業の相次ぐ進出により、外資の方が将来性がある

として人気が高まっていたのですが、最近は国営企業の

人気が再び高まってい

ます。この傾向には、

学生が自己の将来性を

考える際に、まず国営

企業でコネを作り、そ

の後民間企業に再就職

した方が出世しやすい

と考えることが影響し

ているというのが最近の中国就活事情です。

IYEO福岡 岩下小百合
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Curricular Practical Trainingって何？

F-1 ビザを取得している留学生として 9 か月以上在籍

している学生は、在学中に授業の一環として実地研修

目的で就労することが可能、Curricular Practical Trainin

g と呼ばれます。(大学院生は在籍後すぐに申請・取得

可能)これは学んでいるプログラム中にのみ取得でき

る制度であり、卒業後にも働く許可を得ることができ

る OPTとは異なります。また在学中に通算 12 か月以

上 Full-time の CPT を取得、就労した場合、卒業後に

取得可能な OPTを申請・取得することはできません。



この表の日本以外の国/地域をみると、ランク入りした企

業の半数前後はいくつかのの国/地域と重なってランク入

りしていますが、日本のランキングは、どの国/地域のラ

ンキングとも共通する企業がほとんどないことがわかり

ます。言い換えれば、日本の大学生の就職志望企業ラン

キングは、他の国や地域と大きく異なっています。

日本のランキングをみると、中国やインドのように、欧

米資本の外資企業は入っておらず、全て内資（日系企業）

です。外資企業の存在は最近になってようやく少しずつ

大きくなってきたものの、まだまだ日本国内での影響力

は、日系企業に比べると小さいようです。戦前から日本

で活動している日本 IBM の 国内売上は一兆円を超えてい

ますが、ほとんどの外資企業の日本国内売上高は小さく、

マイクロソフトでも約3300億円（2008度実績、帝国デー

タバ ンクより）。大学生が日本で働くことを前提に就職

活動する場合、国内市場で存在感の大きい日系企業に目

が向くのは自然なことかもしれません。

中国やインドで欧米系の外資企業の志望度合が高い理由

としては、中国やインドの経済発展が、外資企業と国や

内資企業での合弁スタイルで行われていることが理由の

ひとつとして挙げられると思います。日本の戦後の経済

発展が、日本国政府と日系企業主導で行われたのに対し、

昨今急激に成長してきた中国やインドでは、政府や国営・

地元企業だけでなく、外資企業も参加する形で経済発展

が進められています。よって、外資企業の国内経済にお

ける存在感が日本経済のそれに比べ、大きいことも大学

生が外資企業を志望するひとつの要因かもしれませんし、

Vol. 22 IYEO News Avenue Winter, 2011

�5�

世 界就職希望企業ランキング
トップ１０

青色ー 4カ国/地域でランク入りしている企業（Gooogle等）

ビンクー 3カ国/地域でランク入りしている企業（McKinsey & Company等）

黄色ー ２カ国／地域でランク入りしている企業（Apple、Deloitte等）

インドのタタ・グループ、米ハーバード大学に5000 万ドルを寄付
ウォール・ストリート・ジャーナル 10 月 15 日(金)10 時 5 分配信

米ハーバード・ビジネススクール（ハーバード大学経営大学院）は 14日、インドの財閥タタ・グループから 500

0 万ドル（約 40億 7500 万円）の寄付を受けたと発表。海外からの寄付としては同ビジネススクール 102 年の歴

史で最高額になる。寄付金はボストンの同校キャンパス内に新たに建設される校舎兼住居棟のために使われる。

同校は来春の着工を望んでいる。建物の名称は「タタ・ホール」になる。1991 年から持ち株会社タタ・サンズの

会長を務めるラタン・タタ氏は 1975年に同校のアドバンスト・マネジメント・プログラム（ＡＭＰ）に参加した。

ＡＭＰは同校の経営幹部養成プログラムが提供する 3 つのリーダーシップに関するコースの一つ。同校のニティ

ン・ノーリア院長は「歴史的な寄贈」と語った。インド生まれの同氏は今年、同校 10人目の院長に就任した。

タタ・グループは 1868年に設立された財閥で、鉄鋼、自動車、通信、茶、それに情報技術（ＩＴ）の分野にわた

る約 100 の企業を傘下に持ち、収益の大部分を海外で上げている。同国財閥マヒンドラ・グループのトップ、ア

ナンド・マヒンドラ氏も今月、ハーバード大学に 1000万ドルを寄付している。同氏は同校で学士号と修士号を取

得した。

＊ ＊ ＊

前号に引き続きハーバード大学の話題です。JUSTICE の授業でアジア・アフリカ系の学生がテレビ中継で多く見ら

れました。上の記事を読みやっぱりと思いました。ハーバード経営大学院の院長がインド人であることも知りま

せんでした。インドの財閥がこのような多大な寄付をするのはインドからの学生が如何に多いかを示しておりま

す。世界中から優秀な学生が集まり、卒業後世界で活躍する人材に育つ、世界から多額の寄付が集まる、財政的

基盤がより強くなり、優秀な教授を高額なギャラで迎える、益々よい循環が生まれるわけです。アジアの中でも

中国、韓国が多く、日本からの学生が少ないのは気がかりです。ノーベル化学賞受賞のパデュー大学の根岸教授

の元で研究生として勉強している学生の６名中、３名が中国人で日本人は一人もいないそうです。因みに上記の

タタ財閥の祖先はペルシャ（現イラン）からインドに移住した人たちで、パーシー（拝火教・ゾロアスター）教

徒です。ヒンズー教徒ではありません。 IYEO理事(千葉) 菊島輝男

出典：日本以外＝ Universum、日本＝リクルート就職ブランド調査 2009



昨今、中国やインドからの留学生が海外で多くみられる

のは、将来の就職を考えての動きとも言えるでしょう。

国内経済における存在感は、一つの視点・解釈ですが、

現実的な見方をすれば、地元企業と外資系企業の給与・

福利厚生の差も忘れてはならない要因ですし、各国/地域

の大学生の卒業後のキャリアに関する考え方も、ランキ

ングの内容に影響を及ぼすものといえるでしょう。

IYEO 福岡 岩下小百合

天保 14 年（1843 年）、江戸の神田にあった上州安中藩

板倉家江戸屋敷で、藩士の子とし

て誕生。七五三太（しめた）と名

付けられましたが後に敬幹(けいか

ん)と改名。

元服後、安中藩士となった頃、友

人からアメリカの地図書を受け取

る機会があったことからアメリカ

の制度に興味を持ち、次第に憧れ

を持つようになり、幕府の軍艦操練所で洋学を学びます。

ある日、アメリカ人宣教師が訳した漢訳聖書を読み、

“福音が自由に教えられている国”に行くことを決意、

備中松山藩の洋式船「快風丸」に乗船していたこともあ

り、当時は禁止されていた海外渡航を思い立ちました。

元治元年（1864年）、アメリカへの渡航を画策し、再び

「快風丸」に乗って開港地の箱館へと向かいます。箱館

に潜伏中、当時ロシア領事館付の司祭だったニコライ・

カサートキンと出会い、カサートキンは七五三太から日

本語と日本の書物（古事記）などの手ほどきを受けます。

聖書に興味を持つ七五三太に自分の弟子になるよう勧め

ましたが、七五三太のアメリカ行きの意思は固く、カサー

トキンはそれに折れ、坂本竜馬の従兄弟である沢辺琢磨

や福士卯之吉と共に七五三太の密航に協力します。当時、

密航は国禁であり、七五三太の密航は命懸けの旅でもあ

りました。6 月 14 日（7 月 17 日）、七五三太を乗せた

米船ベルリン号は函館から出国、上海でワイルド・ロー

ヴァー号に乗り換えます。船中で船長に「Joe（ジョー）」

と呼ばれていたことから、以後その名を使い始め、帰国

後は「譲」「襄」と名乗りました。慶応元年（1865年）

7 月、約１年の船旅を経てボストンに到着。ワイルド・

ローヴァー号の船主であった A.ハーディー夫妻の援助を

受け、フィリップス・アカデミーに入学します。

慶応 2 年（1866 年）12 月、アンドーヴァー神学校付属

教会で洗礼を受けクリスチャンに。翌年の慶応 3 年（18

67 年）、フィリップス・アカデミーを卒業、明治 3 年

（1870年（明治3年）にアマースト大学を卒業（理学士）、

日本人初の学士の学位取得です。アマースト大学では、

後に札幌農学校教頭となるウィリアム・スミス・クラー

クから化学の授業を受けており、クラークにとっては襄

が最初の日本人学生でした。（襄との縁で後にクラーク

は来日することとなったとのこと。）

当初、密入国者として渡米した襄でしたが、初代の駐米

公使となった森有礼によって正式な留学生として認可さ

れ、明治 5年（1872年）、アメリカ訪問中の岩倉使節団

と出会うことに。襄の語学力に目をつけた木戸孝允は、4

月 16 日から翌年 1 月にかけ、自分専任の通訳として襄

を使節団に参加させ、襄は使節団の一員としてニューヨー

クからヨーロッパへ渡り、フランス、スイス、ドイツ、

ロシアを訪問。襄はその後ベルリンに戻り、約 7 カ月間

滞在、明治政府の教育制度にも大きな影響を与たと言わ

れている使節団の報告書ともいうべき『理事功程』を編

集します。また欧米教育制度調査の委嘱を受け、文部理

事官・田中不二麿に随行して欧米各国の教育制度を調査

しています。

その後明治 7年（1874年）、アンドーヴァー神学校を卒

業し、同年 10 月、アメリカン・ボード海外伝道部の年

次大会で日本でキリスト教主義大学の設立を訴え、5,000

ドルの寄付の約束を得て 11 月、文明開化熱が続く日本

（横浜）に帰着します。帰国後すぐに母国の次代をにな

う青年たちに最善の教育機会を与えるべく、学校設立事

業に取り組み、明治 8 年（1875 年）11 月 29 日、旧主

家の板倉氏が京都所司代を務めたこともある関係で、新

島家はかねてより親交の深かった公家華族の高松保実子

爵より屋敷（高松家別邸）の約半部を借り受け校舎を確

保、京都府知事らの賛同を得て官許同志社英学校（現在

の同志社大学）を開校、初代社長に就任します。開校時

の教員は襄と J.D.デイヴィスの 2人、生徒は元良勇次郎、

中島力造、上野栄三郎ら 8 人であったそうです。このと

きの縁で翌年（1876 年）八重と出会い、結婚しました。

教育者としては大隈重信とも親交があり、今日も同志社

大学と早稲田大学の間で学生交流（国内留学）制度があ

るのはそのためだそうです。
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留学偉人伝(12)

新島譲

岩倉使節団の通訳だった

＜ トリビアの泉＞ 新島襄

新島襄の本名である名前“七五三太”は、女子が 4 人

続いた後の初の男子誕生に喜び「しめた！！」と祖父、

弁治が言った事から命名されたという説があります。

襄は、八重の事を「見た目は決して美しくはないが、

彼女の生き方は“ハンサム”で、自分にとっては十分

である」とアメリカの友人に紹介した手紙を送ったそ

うです。



Philipp Shnepel 君(21 歳)へのインタビュー後編です。日本

での交換留学生活体験後、母国ドイツの高校を卒業。現

在再び日本留学に挑戦中です。

Q1. 日本での生活で戸惑ったことは？
人々が至る所で寝ていることです。

大半が酔った人だと思いますが、電

車の中や居酒屋や道路で平気で寝込

んでいるのを見て戸惑いました。ド

イツでそんな人々を目の当たりにし

たら、“具合が悪くて倒れたのでは”

と心配するでしょうし、救急車を呼

ぶ事になるかもしれません。高校生

活でも、授業中居眠りしている生徒の多さに驚きました。

注意する先生もいましたが、何も言わない先生もいて、

居眠りしている人を起こすべきかどうか戸惑いました。

また、日本の高校生は長い時間を学校で過ごすことにも

驚きました。ドイツでは日本の大学のようなスケジュー

ルで皆学校に通います。例えば、学校が午前中で終わっ

たり、午後から夕方まで学校というスケジュールです。

日本の高校生は放課後ネットカフェでゲームをしたりカ

ラオケへ行ったりして遊ぶ事が多く、一方ドイツではカ

フェ等でおしゃべりして過ごすことが多いように思いま

す。日本人はドイツ人と比べて、あまりコミュニケーショ

ンをとらないと感じます。ホストファミリーとの生活が

わかりやすい例です。僕のホストファミリーは僕に対し

てとても無口で、意思疎通に苦労しました。

生活面では、和式のトイレの使い方がわからず戸惑いま

した。いまだに自分が正しい使い方をしているかどうか

疑問です。（でも日本の最近の洋式トイレはドイツでも

好評で、僕の両親も欲しいと言っています。）また夜入

浴をする人が多いのに驚きました。ドイツではシャワー

が基本なので、最初はお風呂の入り方にも戸惑いました。

今では日本のお風呂や温泉の方が好きになりましたが、

お風呂はやはり夜よりも朝入る方が好きです。

Q2. 日本での留学生活を
通して学んだことは？
全てが一からのスタートで、

自ら何でもしなければならな

かったので行動力がつきまし

た。日本で経験していること

全てが勉強だと思うので積極

的に動けます。ドイツでは自

分の事をもっとよく知りたいという人が、日本に留学す

ることを決めることが多いと思います。

頑張れフィリップ君！

インタビュー：IYEO福岡 岩下小百合
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ただいま「日本」に留学中！！
フィリップ君(Philipp Shnepel)から見た日本は・・・？

直撃インタビュー（2）

新島襄卒業のAmherst College は
全米名門リベラルアーツカレッジ！

新島襄が卒業した Amherst College(アマーストカレッジ)

は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州西部の小都市

アマーストにある私立のリベラルアーツカレッジ。マ

サチューセッツ州では三番目に古い大学で、1821 年創

立。毎年発表される US News&World Report のリベラル

アーツカレッジのランキングで Williams College と並び、

1位・2位を争う名門校。地域住民の協力のもと、貧し

くとも聖職者にふさわしい敬虔で才能ある若者のため

に、無宗派の高等教育機関を創設することを目的とし

て設立されました。創設以来、志願者の学費支払い能

力とは関係なく、成績のみで合否判定する伝統を維持。

小規模な教育環境において、教員と学生との交流は非

常に密であり、質の高い教育が行われることで有名。

その功績は、ノーベル賞、ピューリッツァー賞受賞者

の輩出にも表れています。

女子の入学を認めたのは 1975 年からですが、現在、女

子学生は約半数を数えています。学生の出身もアメリ

カ全土に渡り、世界 40か国以上から学生を受け入れる

ことによって、近年では学生の多様性を重視していま

す。アメリカの辞典編纂者として著名なウェブスター

Noah Webster は創立者の 1人。日本とも関わりが深く、

新島襄（にいじまじょう）の他に内村鑑三（うちむら

かんぞう）らが卒業しています。

ＴＯＥＦＬ優秀５０校に５億円配分へ

国際社会で活躍できる人材育成のために英語教育の

充実を目指す大阪府の橋下徹知事が、大阪府内の公

私立高校で英語検定試験「TOEFL（トーフル）」を実

施し、成績優秀だったトップ 50校に計 5億円の予算

を配分する方針を大阪府教委に示していることがわ

かった。１校平均で 1,000 万円になるが、上位校ほ

ど手厚く分配する計画で、私立高校も巻き込んで公

立高校との学力競争を促したい考えだ。

橋下知事は 2012 年度からの導入を要請しており、府

教委も検討を始めた。大阪府関係者によると、府立

高校全 138校と私立高校全 96校が対象。計画では、

各校から選ばれた生徒 50 ～ 100 人程度に TOEFL を

受験してもらい、平均点でトップ 50校を決める。

読売新聞 1 月 18 日(火)16 時 12 分配信



「猪口令糖」
～ヒント：甘い食べ物～

タイトル「猪口令糖」を読むことができたでしょうか？

また、何の事だかわかりますか？？

この食べ物が日本に初めて輸入されたのは 1877 年（明

治 10 年）頃。当時の新聞には、これを漢字で「猪口令

糖」と表わしたのです。2月の代表的お菓子といえば・・・？？！

そう、チョコレートです！ 2 月といえばバレンタイン・

デー。バレンタイン・デーといえばチョコレートな日本

ですが、今回の食堂車の車窓では、バレンタイン・デー

の起源から迫ってみたいと思います。

バレンタイン・デーの起源
バレンタイン・デーは、英語では「St. Valentine’s Day 」、

訳せば「聖バレンタインの日」という意味です。つまり、

“バレンタイン”というのは、人の名前なのです。どん

な人だったかというと・・・。 西暦３世紀のローマ。当

時、ローマでは、2 月 14 日は女神ユノの祝日でした。

（ユノはすべての神の女王であり、家庭と結婚の神でも

ある。）また翌 2 月 15 日は、ルペルクスという豊穣

（ほうじょう）の神のために豊年を祈願するルペルカリ

ア祭の始まる日でした。当時、若い男性と女性は生活が

別で、祭りの前日、娘たちは紙に名前を書いた札を桶の

中に入れ、翌日、男性は桶から札を 1 枚ひき、女性は自

分の名前をひいた男性と祭りの間パートナーとして一緒

にいることと定められていました。多くのパートナーた

ちはそのまま恋に落ち、そして結婚しました。

当時の皇帝クラウディウス 2 世は、若者達が戦争に出た

がらない理由は、若者達が“家族や愛する者たちを故郷

に残したくないから”だと確信するようになり。ついに

結婚を禁止してしまいます。 ところが、インテラムナ

（イタリア中部にある町で、現在のテラモ）のキリスト

教司祭だったウァレンティヌス（英語読みではバレンチ

ノまたはバレンタイン）は、そんな兵士たちをみかね、

内緒で結婚を許してしまいます。これが皇帝に知れてし

まい、大変な事態を招く事に。 当時のローマでは、キリ

スト教が迫害されており、皇帝２世、ウァレンティヌス

に罪を認めさせ、ローマの宗教に改宗させようとしまし

たが、ウァレンティヌスはそれを拒否します。結果、ウァ

レンティヌスは投獄され、ついには西暦

270 年 2 月 14 日に、処刑されてしまい

ます。（269 年という説もあります）。

処刑の日は、ルベルカリア祭だった 2月

14 日があえて選ばれ、ウァレンティヌ

スは祭に捧げる生贄とされたといわれて

います。このためキリスト教徒にとっても、この日は祭

日となり、恋人たちの日となったというのが一般論です。

ウァレンティヌスは、獄中でも神の

愛を語ります。言い伝えによると、

目の不自由なある看守の娘と親しく

なったウァレンティヌスが彼女のた

めに祈ったところ、奇跡的に彼女の

目が見えるようになったとか。これがきっかけで彼は処

刑されてしまいますが、死ぬ前に「あなたのウァレンティ

ヌスより」と署名した手紙を彼女に残したことで、若い

男性が 2 月 14 日に自分の好きな女性に愛の気持ちをつ

づった手紙を出すようになります。それがバレンタイン・

カードの始まりと言われ、今でもバレンタイン・カード

には“From Your Valentine”等のメッセージが書かれます。

バレンタイン・チョコレートのはじまり
女性が男性にチョコレートを贈るの

は、日本独自の習慣です。欧米では、

恋人や友達、家族などがお互いにカー

ドや花束、お菓子などを贈ります。

バレンタインの贈り物の種類は様々

ですが、チョコレートも贈る習慣は、

19 世紀後半のイギリスで始まった

と言われています。キャドバリー社

の 2代目社長が 1868年に美しい絵のついた贈答用のチョ

コレートボックスを発売。前後してハート型のバレンタ

インキャンディボックスも発売します。これらボックス

がバレンタインデーのギフトとして恋人などへの贈り物

に使われるようになり、後に他の地域にも伝わっていっ

たと言われています。

なお、英語では固形チョコレートはキャンディの一種と

して扱われているため、キャンディーボックスとは、日

本語でいうキャンディー(飴)がたくさん詰った箱ではな

く色々な形や色、種類のチョコレートが詰った箱です。

日本では 1958 年に東京都内のデパートで開かれたバレ

ンタイン・セールで、チョコレート業者が行ったキャン

ペーンが始まりのようです。今ではチョコレートといえ

ばバレンタイン・デーの象徴のようになってしまいまし

が、クリスマス同様、キリスト教になじみの薄い日本で

は本来の意味が伝えられずに広がってしまったようです。

そんな日本では、年間チョコレート消費量の約 2 割が 2

月 14日だけで消費されているそうです。
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世界の「食堂車の」

車窓から

現存する最古のバレンタイン・カードは、1400年代初

頭にロンドン塔に幽閉されていたフランスの詩人が妻

に書いたもので、大英博物館に保存されています。ち

なみに、バレンタイン・カードはクリスマス・カード

の次に多く交換されているカードそうです。



前号に引き続き、YEO 沖縄デスクの津嘉山さんの「米国

大学スポーツ奨学金プログラム」トライアウトに同行記

録メモ後編です。スポーツ奨学金プログラムに興味のあ

る方は必読です！

7/17：3rd day
08:00 学校到着。掲示板にてスケジュー
ル確認。

08:30 レジデンス(大学寮)前のパーキ
ングに集合、ゴルフメンバーとともに

地元のゴルフコースへ移動。

トライアウト会場となった The Diplomati

c County Golf Club は設備の整ったきれいなゴルフコース

だった。ゴルフプログラム参加者は、5 名。内 3 名がス

ペイン、1 名がパラグアイ、あと 1 名はブラジル。スペ

インから参加の選手は気さくに話しかけてくれた。参加

の一番の目的はゴルフと勉強の両立ができること。

スペインやヨーロッパでは、両方を同時にすることは大

変難しいそうで、これがスポーツスカラー参加の一番の

理由とのこと。ラウンドには 4 名の大学のスカウトが同

行。選手の人数が少ないので、選手とスカウトの距離が

近く、練習中に指導を受けたり、談笑したりと和気あい

あいとした雰囲気。ＮＹのナイアガラ大学のコーチも、

人数が少ない分じっくり見ることができて良いと話して

いた。ナイアガラ大学は 3 年前からゴルフチームの立て

直しを図っており、現在順調に伸びてきている様子。来

シーズンにはＮＣＡＡに昇格予定とのこと。チーム構成

は 5 名で全員が外国人留学生とのこと。今後も積極的に

留学生の受け入れをしていきたいと話していた。午後の

他のスポーツ視察のため、ゴルフ視察はプレー開始前の

練習と 1番ホールのティーショット見学のみとなった。

15:00 テニスの試合に参加。日本か
ら参加の Saki KAWABATAさんは、すで

に大学からコンタクトがあったそうで、

出願書類が渡されていた。オファーの

内容は不明。彼女はテニスコートにて

さらに Virginia State の男子テニスコー

チからもコンタクトがあり、女子チームのコーチにコン

タクトを取って、Saki さんのことを推薦してくれるとの

こと。オファー内容は女子のコーチが決めることだが、S

aki さん自身はどのくらい奨学金がほしいのか？との質問

に「できるだけたくさん」とのこと。コーチからは、全

額免除とならなかった場合、日本のご両親が一部、また

は半額負担は可能なのか？と確認が入った。本人はＯＫ

とのこと。彼女に関しては他のスカウト陣も注目してい

た。ちなみに Saki さんの実力は、大阪府でベスト８だそ

うである。（インターハイ全国大会には残念ながら出場

できなかったとのこと）。

同コーチの話によると、アメリカの大学では、男女平等

の原則から、男子のフットボールや野球、バスケチーム

がかなり予算を使っているため、その他の競技の女子チー

ムは比較的予算の割り当てが多いそうで、その分奨学金

も多いとのこと（逆にフットボール、野球、バスケ以外

の）その他の競技の男子チームは比較的予算の割り当て

が少ないとのこと（＝奨学金の額も必然的に少なくなる

とのこと）。Saki KAWABATAさんのプログラム参加理由

は、学校の先生から進められてとのこと。やはりスポー

ツだけでなく勉強や海外生活経験も参加理由の一つとの

ことだった。

16:30 サッカー場でサッカーの視察。
この日は、女子チームは練習、男子は地

元のチームと練習試合。この日も多くの

スカウト陣が視察していたが、残念なが

ら途中から強いスコールで視察を終了。

全国各地から参加したスポーツ奨学金プログラム参加者

の皆さんも、今頃はアメリカの地で奮闘されていること

と思います。なお、IYEO News Avenue では過去何回かに

わたり、難波倫子さん寄稿のスポーツ奨学金プログラム

体験記を掲載しています。興味のある方は、IYEO のホー

ムページにてご覧ください！
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「米国大学スポーツ奨学金プログラム」
トライアウト見学！
同行記録メモ（後編）

7/15/2010～

返済不要の奨学金でアメリカ大学留学を支援！
授業料+滞在費+食費合計の半額以上を卒業まで毎年支給

■英語力に自信がなくても大丈夫？

■高校の成績があまりよくないんだけど応募できる？

■留学後の就職は？

■アメリカの大学の授業ってどんな感じ？

詳細は「アメリカ大学奨学金プログラム説明会」にて！

2 月 19日(土) 仙台 LSC 丸善アエル校 11:00-

3 月 26日(土) 福岡あすみん 11:30-13:50

3 月 27日(日) 広島 YMCAホール 13:00-16:00

4 月 03日(日) 大阪ハービスプラザ 13:00-15:30

その他 IYEO 各地デスクでも個人説明会を随時開催中！

ご応募・お問合せは IYEO 各地デスクまで

フリーダイヤル/0120-52-9686 URL/www.iyeo.org



AYA アメリカ高校交換留学 2010 年度生のアメリカ生活

も折り返し地点を過ぎましたが、全員、順調な毎日を過

ごします。以下は、先輩の 2009-10 年度生の帰国後アン

ケートです。皆、どんな体験をしてきたのでしょうか？

Ｑ.この 1 年で最も収穫だったと思えることは？
・英語力と精神力の成長

・友達、そして英語力

・精神的に成長できたこと

・両親のありがたみがわかったこと

Ｑ.難しかった科目は何ですか？
・U.S. History 日本で勉強したことがなかったから

・English Ⅱ 内容がとてもハードだった

・Psychology 毎回テストがあり、宿題も多かった

・Government シニアのクラスでテストの時大変だった

Ｑ.簡単だった科目は何ですか？
・Swimming/Water Polo 得意な教科だったから

・Floral Design 生け花みたいな感じだった

・Child Development 本を作ったり、工作が多かった

・Spanish 先生の教え方がわかりやすかった

・AlgeblaⅠ 中学校程度の内容だったため

Ｑ.出発前の AYA に対するイメージと実際の体験に
はギャップがありましたか？

「はい」(100%）

・アメリカ人は皆前向きで自分を持っていると思ってい

たが、ほとんどの人は日本人と変わらなかった

・日本と比べてアメリカの家族は、本当に絆が深い

・全てのものがビッグではじめは驚いた

・学校に行くと、ほとんどが黒人とメキシコなどのスペ

イン語を話す人達だったが、多くがとても親切で、10

か月を過ごすことができた

・行く前は白人と黒人のグループで分かれていると思っ

ていたが、就学地が LA だったせいか、黒人とラテン

系のグループに分かれており、その方が目立った。

Ｑ.出発前にぜひこれだけはやっておくべきというこ
とがあれば教えてください。

・英語力をつけること

・中学 3年間の英語(文法)の復習

Ｑ.A 日本の高校卒業後の進路予定は？
・日本の大学進学予定 75%

・アメリカの大学に進学予定 25%

Ｑ.AYA プログラムを友人や後輩に勧めたいと思い
ますか？
「はい」(100%）

・色々な面で成長できると思う

・日本人が全くいなくて良い体験に

なった

・留学は一生の宝物になるから

・自分にとってプラスにだったから

・私も先輩から勧められたから

きっと忘れえないかけがえの体験だったことでしょう！
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AYAアメリカ高校交換留学
2009-10帰国後アンケート

体験は一生の宝物です！！

世界の国旗 Q&A (11)
イタリア

バレンタインデー発祥と言われるローマにちなみ、今

号はイタリア国旗 Q&Aです。

イタリアの国旗はフランスの三色旗を起源にしており、

緑・白・赤の縦三色旗。これはイタリア三色旗（Tricol

ore italiano）とも、単に三色旗（トリコローレ、Tricolo

re）とも呼ばれ、19 世紀のイタリア統一運動のシンボ

ルとなりました。一般的な解釈として、緑は「国土」、

白は「雪・正義・平和」、赤は「愛国者の血・熱血」

を表していると言われています。現在のイタリア共和

国の国旗は、サヴォイア家による王政の終了によって

1946 年 6月 19 日から使用され、イタリア共和国憲法

の制定に伴って 1948 年 1 月 1 日から正式な国旗とな

り、1947 年 12 月 22 日の立憲議会で可決された共和

国憲法第 12条にて定められました。

それではQ&Aです。

Q.イタリア国旗はメキシコ国旗と類似しています。メ
キシコ国旗には旗の真ん中に国章がありますが、その

点以外にも２つの違いがあります。さて他の異なる２

つは何でしょう？

A.イタリア国旗に使われている緑と赤は、メキシコ国
旗の緑と比べ、淡い色が指定されている事と、イタリ

アの国旗の縦横比が 2:3 であるのに対し、メキシコの

国旗は 4:7 であり、メキシコのほうがより細長いので

す。（縦横の比が異なっている。）

フランス国旗を模したため、イタリア国旗と類似した

意匠を持つ国旗がメキシコ国旗以外にもあります。ど

この国の国旗が似ているか、この機会に探してみるの

も面白いですよ！？



今、巷で話題になっているアメリカ映画「ソーシャル・

ネットワーク」。皆さんはもう映画館に足を運ばれまし

たか？ IYEO News Avenue21 号でご紹介した大学留学生

活スタート特集でも、「Facebook を連絡手段としてまだ

会っていないアメリカ人のルームメイトからコンタクト

があった」という話がありましたが、昨年夏アメリカの

大学へ向け出発した人たちのうち、Facebook を通してコ

ンタクトがあったのは彼女だけではありませんでした。

映画「ソーシャル・ネットワーク」ストーリー
「ソーシャル・ネットワーク」は、2010 年のアメリカ映

画。「Facebook」創始者であるマーク・ザッカーバーグ

を中心に、その創業にまつわるエピソードをデヴィッド・

フィンチャー監督が映画化したもの。マーク・ザッカー

バーグをはじめ、ナップスターのショーン・パーカーな

ど関係者が実名で登場。ゴールデングローブ賞作品賞を

はじめ、数々の賞を受賞しているようです。

2003 年、ハーバード大学に通う 19 歳のマークは、親友

のエドゥアルドとともに学内の友人を増やすためのネッ

トワーキング・サービスを開発。そのサービスは瞬く間

に他校でも評判となり、ファイル共有サイト「ナップス

ター」創設者のショー

ン・パーカーとの出

会いを経て、社会現

象を巻き起こすほど

の巨大サイトへと急

成長を遂げますが…

…。2011 年 1 月 15

日より全国公開。・

Facebook とmixi
今更かもしれませんが、ソーシャル・ネットワーキング・

サービス(SNS)とは、インターネット上で社会的ネットワー

ク構築するサービス(コミュニティ形成サイト)。狭義的

には、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュ

ニティー型の会員制のサービスと定義されているようで

す。日本では mixi が有名ですね。

「Facebook」(フェイスブック)は、世界に約 5 億人を超

えるユーザー数を持つ世界最大の SNS、アメリカで最も

浸透しています。うち日本国内のユーザー数は約 180 万

人。創業者のマーク・ザッカーバーグは若干 26 歳にし

て世界最年少のビリオネアとして知られています。

mixi との違いは、Facebook は本名で登録、写真も基本的

に公開であるため、個人のプライベートな情報を誰もが

知ることができる点です。2008年に日本語版がスタート

したばかりなので、まだまだ認知度は低いかもしれませ

んが、映画の公開によりブームになる日も近いかも？

これからのコミュニケーションは？
先日、「1970 ～ 90 年代に生まれたアメリカの若者は E

メールを時代遅れのものととらえ、アメリカのいくつか

の大学はメールアドレスを配布するのをもはや中止した

たようだ。」というメールニュースを受信しました。Ｅ

メールでのコミュニケーションはせず Facebook のみでコ

ミュニケーションしている世代が増えてきているという

ことのようです。日本も現在 twitter をする人が増えるな

ど、コミュニケーション手段が刻々と変化していますが、

さて、これから数年後、我々のコミュニケーション手段

はどのように変わっているでしょうか？

IYEO広島 八木ゆう子
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「ソーシャル・ネットワーク」ロケ地は？
ハーバード大学の学生の話だけあってやはりマサチュー

セッツ州が中心。しかし、キャンパスのシーンはメリー

ランド州の Johns Hopkins University で撮影されたよ

うです。他にも、マサチューセッツ州の Phillips Acade

my や Wheelock College、カリフォルニア州の Universit

y of Southern California などでも撮影が行われている

ようです。てっきりハーバード大学で撮影されたのか

と思ったのですが…。

映画「ソーシャル・ネ ットワーク」
アメリカの大学生とFacebook

アメリカ高校交換留学プログラム
参加者募集！

お問い合わせ・お申込は IYEO 各地デスクまで

フリーダイヤル/0120-52-9686 URL/www.iyeo.org

武田薬品、新卒採用ＴＯＥＩＣは７３０点以上

製薬国内最大手の武田薬品工業が、2013 年 4月入社の

新卒採用から、英語力を測る学力テスト「TOEIC」(990

点満点)で 730 点以上の取得を義務づけることが 1 月 2

2日明らかになった。

通訳業務や海外赴任を前提とする採用を除いて、国内

大手企業が新卒採用で TOEIC の基準点を設けるのは極

めて珍しく、他の大手企業の採用活動にも影響を与え

そうだ。730点以上は「通常会話は完全に理解できる」

水準とされ、得点者は受験者の１割強。

武田薬品は、海外事業や研究開発体制の強化のために、

外国人研究者の採用や海外の新薬候補品を持つベンチャー

企業の M&Aを積極化。採用条件に高い英語力を明示す

ることで、海外事業や研究開発の強化に対応できる人

材を獲得する狙いがある。読売新聞 1月 23日(日)3時 5分配信



◆活動報告

10/24 アメリカ留学 EXPO2010(東京都パレットタウン)

IYEO パンフレット設置(千葉)

10/24 熊本国際交流祭典参加(福岡)

11/11-17 中国広州アジア大会 OCA会議通訳(広島)

11/12 アメリカ留学セミナー(米国大使館/JAOS 主催)参

加(福岡)

11/19 アメリカ留学セミナー(米国大使館/JAOS 主催)参

加(沖縄)

11/26-28 ダマー映画祭 INヒロシマ協力(広島)

12/09 一般社団法人 JAOS 海外留学協議会秋季定例総会

出席(菊島名誉理事)

12/14 グローバル人材シンポジウム(経済産業省主催)出

席(菊島名誉理事)

01/25 留学・語学研修に係わる苦情対応・防止セミナー

(留学・語学研修等協議会主催)出席(菊島名誉理事)

1/26-2/1

オーストラリアサッカーU-19全豪高校生選抜チー

ム「国際ユースサッカー in 広島」(広島・福岡)

◆活動予定

2/19 アメリカ大学奨学金プログラム説明会(仙台)

2/27 AYAアメリカ高校交換留学説明会(福岡)

2/27 海外高校進学説明会説明会(千葉)

3/26 アメリカ大学奨学金プログラム説明会(福岡)

3/27 アメリカ大学奨学金プログラム説明会(広島)

4/03 アメリカ大学奨学金プログラム説明会(大阪)
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編集後記
立春が過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日が続いていますが、春の足音も少しずつ聞こえ

てくる今日この頃です。バレンタインデーも近づき、デパートの地下などでは熱いチョ

コレート戦争が繰り広げられていますが、最近は女性が友達同士で贈り合う「友チョコ」

や自分向けの需要が拡大し、どちらかといえば「女性のためのイベント」になってきており、男性向

けギフトの盛り上がりはいまひととか。皆さんのまわりではいかがですか？

季刊誌 「IYEO News Avenue Vol.16」 2011年 2月 5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 FAX 082-243-1849

URL : http://www.iyeo.org e-mail : info@iyeo.org

編集 岩下小百合（IYEO 福岡） 八木ゆう子（IYEO 広島）

活動報告＆お知らせ

国際ユースサッカー in 広島
日豪対戦再び!！

2011年 1月 27日(木)～ 2月 1日(火)

アジアカップ日豪

決戦で日本が盛り

上がる中、1 月 27

日にオーストラリ

ア U-19 高校生選抜

チームが来日、広

島県サッカー協会のご協力により、広島と東京で男女

チームそれぞれ３試合（親善試合）の日豪対決が繰り

広げられました。広島では試合の合間に県立広島皆実

高校、広島文教女子大学附属高校を訪問。学校交流な

らびにホームステイも体験！お互い言葉の壁があれど

終始笑顔で交流し、新たに“日本の家族”ができたと

喜んでいました。試合後には原爆資料館を見学。原爆

の恐ろしさ、戦争の悲惨さを学ぶ機会もありました。

原爆が残した傷跡を初めて知り、涙を浮かべながら真

剣に資料館を見学、世界平和を祈りながら平和公園を

歩きました。広島の平和学習で学んだ事をこれから先

もずっと記憶に残しておいて欲しいなと思いました。

今回来日した選手達が国際舞台で活躍している姿をい

つか再びテレビ等で見かけることもあるでしょう！ そ

の日を楽しみにしつつ！

Australia Womens Team Liaison 岩下小百合


