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海外留学生日本受入れプログラム本格始動！！

来日留学生と素晴らしい思い出に富む時間を
IYEO 海外留学生日本受入

そのための具体的な方策として、「入学、入国の入り口

れプログラム「Academic
Year inJapan」がいよい

の改善」や、「受入れ環境づくり」などを進める、とし

よ本格的に動き始めまし
た！ I YEO 福岡デスクの
地道な普及啓発活動によ

中で、日本の発展に寄与してくれる優秀な海外の人材を
獲得したい」という思いや、「海外からの留学生が我が
国で働いたり、消費したりすることが経済のプラスに働

り、すでに台湾から出願書類も届いており、受入れ高校
校の手配等準備が着々と進んでおります。遠くオースト

く」また、「受入れの努力を通じて国の外部に日本ファ
ンを増やす」など、様々なプラス面が期待されているよ

ラリアやニュージーランドデスクからも、受入れプログ
ラムに関して具体的な提案や質問なども入っており、嬉

うです。

しい限りです。

留学生受入れが身近にもたらす効果

ています。この政策の背景にあるのは、「少子高齢化の

プログラム始動にあたって
IYEO 海外留学生受入れプログラム担当理事

私自身、元留学生として 18 歳から 23 歳までをアメリカ
で暮らしました。日本の公立高校卒業後、アメリカ東海
岸の小さな大学に入学するも、英語での授業に大変苦労

吉川 浩司

日本政府の「留学生 30 万人計画」
日本政府は、「日本をより開かれた国とし、アジア、世
界との間のヒト、モノ、カネ、情報の流れを拡大する
「グローバル戦略」を展開する一環として、2020 年を
目途に留学生受入れ 30 万人を目指す。」と、『留学生 3
0 万人計画』（文部科学省・外務省・法務省・厚生労働
省・経済産業省・国土交通省）に謳っています。そして
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し、１学期目が終了した時点で退
学の警告を受けてしまいました。

どこの国から高校生を受け入れている？

次の学期にギリギリの成績で退学
を免れた私は、その後転校を重ね
サンゼルス校(UCLA)の経済学部を

日本の高校における留学生の受入れ状況
2008 年度調査結果

卒業することができましたが、留
学生活は快適とは程遠い険しい道

日本の高校における留学生の受入れ状況はどのようになっ

程でした。しかしこの５年間の留

ているのでしょうか？文部科学省が 1 年おきに実施して

学生活は、私にかけがえのない多くの学びの機会を与え

いる高等学校及び中等教育学校の後期課程（以下「高校

てくれました。その経験から私は「留学と言う選択肢を
日本から無くしてはいけない。」と考えています。

等」）における国際交流等の状況調査があります。
以下は 2008 年度の調査結果です。

「異文化の存在に触れる」ことは多くの人にとって様々

3 か月以上の留学では、中国からがダントツ！

な発見の機会になると思います。自分と異なった物の考

文部科学省の調査によると、2008 年度に日本の高校等

え方や価値観が存在する。人は違っていて当たり前、で

が受け入れた 3 か月以上滞在の外国人留学生は、延べ
1,816 人(公立 569 人、私立 1,247 人)、留学生の出身国

て５年後にカリフォルニア大学ロ

も、人は違っていても友達になることができる。私はこ
れを多くの人たちに体験して欲しいと思っています。ま

は 69 カ国・地域となっています。出身国別に見ると、
中国が最も多く 503 人。受入れ者数は、2006 年度調査

た、これらの体験を通して、自分なりの異文化とのつき
あい方を身につけることは、企業等から求める人材のトッ
プとして挙げられている「コミュニケーション能力の高
い人材」に近づくための有効な道程だと思います。

と比べると 2.7 ％減少しているようです。
1.中国
2.アメリカ

「海外からの留学生の受入れ」を、こういった観点から
有意義な機会だと考えていただければ大変嬉しく思いま

503 人
209 人

3.オーストラリア 170 人
4.ドイツ
118 人

す。受け入れてくださる学校はもとより、ホームステイ
のご家族、そして地域の皆様には、様々なご苦労をおか

3 か月未満では、オーストラリアから！

けすることになるものと思いますが、どうぞこの機会を
前向きにご活用いただき、来日する留学生と一緒に素晴

語学の研修や国際交流等を目的として日本の高校が 3 か
月未満受け入れた外国からの高校生(研修旅行生)は、述

らしい思い出に富む時間とし
てください。

べ 3,630 人(公立 1,939 人、私立
1,691 人)、彼らの出身国は 51 カ

日本に興味を持っている異文
化の若者が、大きな期待と不

国・地域。3 か月未満の受入れで
はオーストラリアが最も多いよう
です。前回調査より 8.9 ％減少。

安をスーツケースに詰め込ん
でやって参ります。どうぞ受

1.オーストラリア 823 人
2.アメリカ
613 人

入れにご協力いただきますようよろしくお願い申し上げ
ます。

3.韓国
4.中国

359 人
335 人

留学生受入れ高校ならびにホストファミリー募集！！
IYEO では、海外留学生の受入れにご協力いただける高校ならびにホストファミリーを広く募集しております。
受入れにご興味をお持ちの方は、IYEO 本部までご連絡ください。
・受入年齢：15-18 歳(日本の高校就学年齢に準じます。)
・受入時期：年に 2 回、春季(第 1 学期)と秋季(第 2 学期)に受け入れます。
・受入期間：アカデミックイヤープログラム/1 年間
(4 月～ 3 月または 9 月～ 7 月)受入
春季セメスタープログラム/第 1 学期受入
秋季セメスタープログラム/第 2 学期受入
お問合せは IYEO 本部事務局まで

TEL/082-246-9400 URL/www.iyeo.org
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教育旅行としては韓国からの訪問者が最多
外国からの教育旅行（引率者と生徒で構成される団体等

AYA アメリカ高校交換留学

で学校を訪問したものを指し、研修旅行・留学など個人
的なものは除く）を受け入れた高校等は、延べ 1,429 校

2009-10 保護者アンケート

(公立 959 校、私立 470 校)。訪問者数は前回調査より
10.7 ％増加。
1.韓国

8,910 人

2.台湾

7,320 人

3.中国

6,294 人

言葉の壁を乗り越えて！！
AYA アメリカ高校交換留学 2010 年度生も、抱えきれな
いほどの思い出を胸に順次日本に帰国しています。

4.アメリカ 2,832 人

オーストラリアとの姉妹校が盛ん！

以下は 2009-10 年度生の保護者の方々による帰国後ア
ンケートです。お子様の交換留学参加をお考えの保護者

また、2009 年 6 月 1 日現在、外国の学校と姉妹校提携

の方々のご参考となれば幸いです。

を結んでいる高校等は 890 校(公立 466 校、私立 424 校)、
提携先は 43 カ国・地域で、国別ではオーストラリアが

Ｑ.お子様をアメリカ高校交換留学プログラムに参加さ
せて一番よかったことは何ですか？

最も多く 436 校。
1.オーストラリア 436 校
2.アメリカ

295 校

3.韓国

220 校

・将来のステップアップにつながった
・忍耐強くなったのではないかと思う
・他国(ヨーロッパやアジア)からの交換留学生もいて、

4.中国
182 校
姉妹校提携を結んでいる学校は延べ 1,695 校（2007 年
5 月 1 日現在 1,679 校）で、前回調査より 1.0 ％増加し

交流ができ、文化の違いを体験し、日本の良さを認識
して帰国できたこと
・日本では体験できないことをたくさんでき、言葉の壁

ています。

を乗り越え、ホストファミリー、学校の友人達とコミュ
ニケーションをとり、途中で挫折することなく最後ま

日本の高校生の 3 か月以上の留学先はアメリカ！
3 か月未満の留学や修学旅行ならオーストラリア！

でやり遂げて帰国することができたこと

Ｑ.お子様の英語力は伸びたと思われますか？

同じく、文部科学省の 2008 年度の調査結果によると、

「はい」100 ％

日本から 3 か月以上外国の高校等へ生徒を派遣した学
校数は延べ 1,627 校(公立 773 校、私立 854 校)、留学

・ホストマザーとの会話を聞いているとそう思う
・英語の問題集が簡単に感じられる

先は 45 カ国・地域で、留学先はアメリカがダントツ
で 1 位！留学生徒数は前回調査より 18.5 ％減少。

・英語の CD を聞いて内容が理解できているようだ
・英語によるレンタルビデオ(コメディー)やテレビのニュー
ス、映画の内容等もある程度理解しているようである

1.アメリカ
1,150 人
2.ニュージーランド 582 人
3.カナダ
460 人
4.オーストラリア
438 人
一方、語学の研修や国際交流等の目的で 3 か月未満、

Ｑ.お子様の渡米中、保護者として一番うれしかったこ
とは？
・ホストファミリーが本当の子供のように接してくれ、

外国の高校や語学研修期間などに高校生を派遣した学
校数は延べ 2,186 校(公立 1,313 校、私立 873 校)。

渡米早々、子供の誕生日に大きなバースデーケーキを
作って下さったのを知り感動

参加生徒数は 27,025 人で、前回調査より 11.8 ％減少。
1.オーストラリア 8,867 人
2.アメリカ
3.カナダ

・渡米後、最初にスカイプで元気に楽しく過ごしている
様子を聞いた時
・誕生日に写真入りでバースデーメールをもらった時

5,398 人
2,896 人

・毎月送られてくるレポートで、ホストファミリーから
「彼女は家族の一員です」とのコメントがあった時

4.ニュージーランド 2,838 人
また、外国への修学旅行を実施した高校等は延べ 1,35
7 校(公立 529 校、私立 828 校)。行先は 34 カ国・地

Ｑ.AYA プログラムをお知り合いにすすめたいと思い
ますか？

域で、参加者数は、前回調査より 1.0 ％増加。
1 オーストラリア 215 校 29,662 人
2.アメリカ
3.韓国

225 校
196 校

26,752 人
26,306 人

4.シンガポール

161 校

24,826 人

「はい」(100%）
・幅広い考えを持つ若い人が増えるとよいと思う
・将来やりたいことの第一歩になると思う
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3.11 東日本大震災
アメリカの大学でも支援の輪が広がっています。
「私たちでも何かできることはないか・・・！」
日本大震災のための”ミニ・ジャパニーズフェスティバ
ル”が開催され、大成功に終わりました。セントルイス

3 月 11 日に発生した東日本大震災にて被害を受けられた
地域の皆様に、謹んでお見舞い申しあげますと共に、一
さて、IYEO 各地デスクから出発した留学生あるいは大学

市内に住む日本人のボランティアの方々も日本食や日本
文化クラブ（盆踊り・茶道・剣道・和太鼓など）のパフォー

のスタッフより、アメリカの大学における日本人留学生

マンス等をしてくださり、私たちもスタッフとして手伝

の東日本大震災への支援の取組みが届いております。活
動は大学の TV 局や新聞、地元のメディアなどでも取り

いました。この祭りの義捐金売上は約＄ 5,800、生徒に
よる地震直後からの募金活動分もあるので合計＄ 7,000

上げられ、支援の輪は広がっています。

以上ではないかと思います。地震のためにみんなが一致

日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

団結してくれることに感動してしまいました。もっともっ

傳道寛子@Hannnibal-LaGrange College

と日本の文化を世界に広めたいとも思いました。

明日(3 月 16 日)から日本人みんなで学校で寄せ書きとア
メリカ人や留学生から募金活動をします。アメリカで何
かできることはないかとずっ

新山京子＆堀越未花@University of Mount Union

と考えており、「海外から
のメッセージはものすごく
励みになる」と、このアイ

きた東日本大震災チャリティーイ
ベント「Tsunami Relief Fundraising

ディアが浮かびました。日
本留学生も「私たちでもで

が持ってきてくれた日本のお土産
や、メッセージを書いてもらう模

きることを見つけられてう
れしい」と賛同してくれました。集まったお金や寄せ書

造紙、そして英字新聞をセッティ
ングし、会場を訪れた人たちと一

きは（日本の国旗にメッセージを書いてもらいます）ア

緒に「一刻も早く復興してほしい」という願いを込めて、
折り鶴を作りました。AIS (Association of International

今日(4 月 1 日)はこれまで何度も会議を重ねて準備をして

Event」本番です。広島女学院生

メリカンレッドクロスに送ることになっています。

Students)や Japanese Theme House のメンバーの協力も

難波倫子@Missouri State University

あり約 50 人が参加してくれました。模造紙は人々の温

ご無沙汰しています。日本の状況は、毎日ニュースで見 かいメッセージや折り鶴でいっぱいになりました！収益
ています。とても痛々しく心配でたまりません。何か遠 金はすべて広島女学院中・高校を通して日本赤十字に送
くからでもできないかと学校で募金活動を開始しました。 られます。「日本のみんなを助けたい」という我々みん
明日が３日目です。現在たくさんのお金が順調に集まっ
ているのでこのまま驀進していければと思っています。

なの想いがアメリカの人々の心に響き、イベントを成功
させることができました。University of Mount Union では、

テレビが取材にきて、私たちのことを宣伝してくれまし
た。何かと厳しい状況ではありますが、復興へ向けて支

これからも日本の震災で未だ苦しむ人たちのために支援
活動を続けていこう
と思います。

えあっていければと思います。募金は 100 万円を突破し、
アメリカの赤十字と日本のボランティア機関に送りまし

※チャリティは短期研修に

た。この募金活動をきっかけに日本人の生徒との繋がり
がより一層強くなり、私ももっと何かできるような気が
してきました。そこで、日本人会の Vice President に立

て同大学訪問中の広島女学

候補しました。明日選挙なのでスピーチを頑張ります。

た。

院中・高校生(2 人の母校)
の協力も得て実施されまし

中山なぎ@Lindenwood University
お久しぶりです。グーグルのニュー

Sara Bjork,Director of the ESL Institute
@Upper Iowa University

スは毎日読んでいるのですがきっ
と実際の日本の状況や人々はも

Japan continues to be in my prayers. All of our Japanese
students (including Remi, Yuichiro, and Haruka) put on a

う少し違うのではないでしょう
か。4 月 16 日(土)に、学校で東

great fundraising event to help Japan yesterday!
They raised nearly $800 in one day!!
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旅立ちの季節に・・

あのアポから始まりました
世界が誇る重工業メーカーに就職！

この時期になると、各地デスクは一時帰国中の留学生の元

岡本圭介@ University of MountUnion (OH)

気な笑顔で賑わいます。また、留学という長い道程を終え、
新たな旅立ちを迎える留学生から、卒業写真とともに就職

本当に早いもので IYEO 広島デスクに

の知らせが相次ぐのもこの時期です。

初めて電話をしてアポを取り、お会い
したのは 2 年以上も前です。私の留学

念願の障害児教育の道へ

での夢を真剣に聞いて下さり、パイロッ
トへの夢を語った私に対して 『それ

晴れて大学院卒業、いよいよ OPT のはじまり

おもしろい、やってみたらどうだい。』

池崎有希@California State Univ., Fullerton(CA)

と言って、私のプランをアクション
にしてくださった初めてのアポでのお

こちらは先週・今週と卒業ウィークでした。そして私も

二人の表情を今でも覚えています。本
当にこの間のようです。私のスタートはあそこから始ま

大学院を晴れて卒業することができました！ Bachelor を

りました。本当にあのアポから始まりました。 IYEO 広島

取得して約３年半、最初の１年は養護教員免許の仮免許

デスク にお世話になりよかったと改めて思っております。

取得コースだけに入っていたため、少し時間がかかりま

お二人にはしばらくお会いしていないので本当に会いた
い気持ちでいっぱいです。卒業後にはディプロマを持参

皆さん、お元気ですか？

したが、無事に Master を取得する事ができました。前回
同様母はもちろん、今回は父も日本から卒業式に参加し
てくれました！

してご挨拶に行けたらと思っております。

高校交換留学でお世話になった Host Family と出会って今

岡本君からは数日前、「大勢の新入社員に混じって今日

年で 10 年、今回は自分が通っていた高校や Host Fmaily
のお家を母にも見て欲しく、卒業式の後、母と一緒にウィ

から遅れて研修に入りました。」というメールが届きま
した。夢を追い続けて Master を取得、障害児教育の道を

スコンシンの Host Family 宅にホームステイしました。な
ので、今年の卒業式は前回よりも、より一層思い出深い

歩み始める池崎さん、アメリカで経営学を学びながら夢
を真剣に追いかけ、世界に誇る重工系メーカーに就職し

ものとなりました！

た岡本君、2 人の行く道に幸多かれ！
話が変わるのですが、今回

日本企業で進む「英語化」

卒業論文で「アメリカ人と
日本人の障害児教育に対す

楽天やファーストリテイリングのみならず、日本企業で

る見方の違い」をテーマに
アンケート調査を行いまし
た。どうしても Asian

は、徐々に「英語化」が進んでいます。
楽天、ファース
トリテイリング

American でもまだ Minor に
入ってしまう日本人独特の

日産自動車

考え方、文化・歴史がどのように障害を持った子どもの
親の価値観などに影響するかを調べました。障害児教育

伊藤忠商事

という分野で、日本人に関する資料が少ない為、論文作
成に携わてくれた教授が、Publish してみないかと声をか

NEC

けて下さいました。もちろん私の答えは YES！です！７
月中旬を目処に International Special Education という Arti
cle に申し込む予定なので、もう少し教授と一緒に論文編

クボタ

集をします。まだ Publish されると保障されてるわけでは
ないのですが、実現できるように編集頑張ります！

三菱商事

そして OPT。初めてなのですごく緊張しているのですが、
学生生活でずっと親に頼っていた分、早く自立したいと

パナソニック、
住友商事など

いう思いの方が強くなってきました。書類の提出は先月
に終わり、今は許可が下りるの待っているところです。

武田薬品工業

社内の公用語を英語化
経営会議は英語、社内資料も英
語を表記
入社後 4 年以内に 3-6 か月海
外で語学研修
新入社員約 40 人を 2 年目から
海外研修に
大卒以上の新入社員が 1 か月ア
メリカで語学研修
入社 2 年間で TOEIC730 以上に
育成
管理職への昇格基準に TOEIC 得
点を導入
TOEIC730 以上を新卒採用の条
件に

ファーストリテイリングでは 2012 年 3 月から、武田薬
品工業では 2013 年春入社の新卒採用者から開始。

無事に OPT 許可が下り、就職先が決まり次第、またお知
らせしますね！
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severe weather areas marked with yellow signs. Also, If a tornado

ト ル ネー ド ワーニングの日々

warning has been issued, Campbellsville University will issue its
Emergency Text Messaging System (CU ALERTS) to alert you of

尾久田誉@Campbells University(KY)

the impending storm. Taylor County Emergency Management will
also sound its tornado siren 7 times with the final siren being a lon
continues blow.

ケンタッキーからこんにちは。
今年は天気が悪く、毎日のように

今セメも今のところ順調です！このまま何もなければい

雨と雷が続いています。特に雷は

いのですが…。油断しないように頑張ります。帰国した
らまたオフィスに伺います。それでは！

一晩中何百回も鳴り続くこともあ
ります。そのせいか、トルネード
ワーニング(竜巻注意報)も度々出

アメリカでは今年、南部や中西部を中心に例年を大きく

ます。

上回るペースで数多くの竜巻が発生、甚大な被害が出て

トルネードが来そうなときは何時

おります。竜巻が比較的少ないと言われてきたマサチュー
セッツ州ですら 16 年ぶりに大被害となっているようで

から何時の間に来そうなのかメー

す。竜巻地域に留学中の皆さん、注意してくださいね。

ルで連絡があります。そしてトルネードワーニングが出
た時はまずサイレンが鳴ります。そうすると、地下があ
る建物がある建物は地下に、そうでない建物ではトイレ

「あいさつ」は世界どこでもビジネスの基本！

など狭くて窓のないところに避難します。数分から数十
分、警報が解除されるまでそこにいます。警報が出てる
ときは授業はすべてキャンセルになり、オフィスや食堂

国によって、あいさつの方法、時間の捉え方が違うよ
うに、ビジネスマナーにも少しずつ違いがあります。
海外の人たちとのビジネスをする上で、職場で期待さ

もすべてクローズになります。地震の多い日本の建物が
耐震構造であるように基本的にはこっちの建物も竜巻に

れること、常識、どのような行動が不適切とみなされ
るのか、13 か国 700 人以上の回答をもとに出された

は強い造りになっているようです。下記はトルネードが
来る前に送られて来るメールです。

国際ビジネスマナーのデータの１つをご紹介。
「国際的に嫌われるビジネス上での行為」トップ 5
1.不適切な言語の使用(79 ％)
2.出社時に挨拶をしない(77 ％)

A Tornado Watch has been issued for Taylor County until 1AM
tonight. The National Weather Service is anticipating this will be the
last remaining round of severe weather for the next few days.

3.部屋の中で大声で話す(66 ％)
4.来客に飲み物を用意しない(51 ％)

In addition to the tornado watch, we arestill under a flash flood
watch which will remain in effect throughout the night.

5.スピーカーフォンで電話に出る(47 ％)
REMEMBER...A TORNADO WATCH MEANS CONDITIONS ARE
FAVORABLE FOR TORNADOES AND SEVERE THUNDER-

調査によると、ビジネスマナーに対して最も寛容な国
はオーストラリアとアメリカとか。日本とアラブ首長

STORMS IN AND CLOSE TO THE WATCH AREA. PERSONS
IN THESE AREAS SHOULD BE ON THE LOOKOUT FOR
THREATENING WEATHER CONDITIONS AND LISTEN FOR
LATER STATEMENTS AND POSSIBLE WARNINGS.

国連合の大多数は、ビジネス上での不適切な言語の使
用を嫌っており、これについてはアメリカやイギリス
の人たちからも共感を得ているようです。また、日本

We would like to remind everyone to review their Emergency

人の約 50 ％は、社内メールでの笑顔やキスマークな
どの絵文字の使用は不適切だと感じているようです。
面白いのは、オーストラリアの回答者のうち 31 ％の
人たちが、飲みの席で相手に飲み物をきちんと提供し

Handbook about severe weather and where to go if a tornado
warning has been issued. All buildings on campus have designated

ないことが失礼にあたると感じ、中国の回答者の 67
％が文房具を無断で借りることを不適切と感じ、日本

アメリカ高校交換留学プログラム

の回答者の 68 ％は勤務中に携帯で私用電話をするこ
とを不適切と感じているなど、それぞれのお国柄もあ
らわれているように思います。ちなみに回答者の 62

参加者募集！

％は最もビジネスマナーが厳しい国として日本をあげ
ています。
(2009 年 SERVCORP 調べ)

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
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世界の「食堂車の」
車窓から

ファー ス トフード

世界何でもランキング

と

ジャ ン クフード

「Best Campus Food」学食がおいしいのは?
ファーストフード（Fast Food）
ジャンクフードとファーストフードの話題が出ました

とジャンクフード(Junk Food)

が、さて、数あるアメリカの大学の中で、学食が美味
しい！と評価された大学は？？

には違いがある事を御存知ですか？
厳密に言えば・・・なのですが。Fast Food とは、素早く
できる手軽な食品や食事。Junk Food とは、高カロリーだ
が栄養価が低く、添加物の多い食品や食事。日本では、

１

Bowdoin Collge (Brunswick, ME)

Fast Food = Junk Food といった考えがありますが、実は
これらは違います！ただ、Fast Food の多くが Junk Food

２

Virginia Tech. (Blacksburg, VA)

３

James Madison University (Harrisonburg, VA)

のカテゴリーに入る事は否めません。

４

Wheaton College (Wheaton, IL)

５

Cornell University (Ithaca, NY)

６
７

St. Olaf College (Northfield, MN)
University of Georgia (Athens, GA)

８

Bryn Mawr College (Bryn Mawr, PA)

９
１０

University of Nortre Dame (Nortre Dame, IN)
Washington Univ. in St. Louis (St. Louis, MO)

近年、人々の健康を気遣い、「Junk F
ood 税」なる新たな税金の導入を検討
する国々や地域の動きが注目されて
います。世界で初めて「Junk Food 税」
導入に動き始めたのは台湾。「台湾
政府は国民の食生活改善と肥満率の

Princeton Review

低下を目指し、Junk Food に課税する方針である」と、2
009 年 12 月 21 日に蘋果日報／ Apple Daily（台湾紙）が

また、2010 年 1 月、ルーマニア政府も Junk Food 税導入

報じています。まず、国民健康局が砂糖が多く含まれた
飲み物やキャンディー、ケーキ、ファーストフードやア

の方針を明らかにました。ルーマニアでは国民の 4 人に
1 人が肥満との統計が出ており、台湾同様、税収で危機

ルコールなど、国民にとって不健康とみなされる食べ物
に特別税として Junk Food 税をかける法案の草案を作成

に陥っている保険制度への資金供給と肥満問題に対処。
ブルガリア政府は、子ども達の健康を考慮し、全国の学

し、2010 年に議会へ提出、2011 年頃に実施予定と報じ
ています。台湾がこのような動きをとった理由は、子ど

校食堂や売店からスナック菓子や清
涼飲料水を撤去したそうです。また

もの 25 ～ 30%が肥満であるなど、肥満問題が深刻にな
りつつあり、国の保険制度に更なる負担がかかることが
懸念されているからだそうです。Junk Food 税で得た税収

イギリスでは、英国食品基準局が”F
ood Promotion and Children Action Pla
n 2004”に基づき、子ども向け広告

は、健康増進啓発活動を行う団体への助成や資金不足に
の制限を勧告した結果、16 歳以下を
陥っている国民健康保険制度の支援に回されるそうです。
対象としてテレビ番組について、脂

あれっ今の避難訓練？

肪分・糖分・塩分を多く含む食品の広告を各該当会社ら
は自主規制する事に合意したそうです。アメリカでは、

私が交換留学生としてインディアナ州の高校に通って
いた時のことです。授業中にいきなりサイレンが鳴り

2007 年大手食品販売業者 11 社が 12 歳以下の子どもに
対する一定の栄養基準を満たさない食品の広告を自主規

響き、全員廊下に出るように指示がありました。何が
何だか？？の状態でしたが、とりあえず廊下に出ると、

制することに合意しています。
このように、世界中で Junk Food に対しての規制や課税
が検討、実行されています。去年、Times 誌が発表した

廊下の壁に沿って一列に並び、壁を向いて黙ってじっ
とするよう指示が。数分後、再びサイレンが鳴り、先

不健康な食事ワースト 10 は以下にて。

生方から「はい教室に戻って良し」との指示があり、
何事も無かったように授業再開。授業が終わるまで、
今のは何だったんだ？？と、わけがわからずの状態。

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,19

友達に尋ねると、トルネード対策の避難訓練だったと
か。たとえトルネードに遭ったとしても、あの避難訓

食べてしまう Junk Food 好きの私としては、ワースト 10
を誌面で発表するのは心苦しく・・・。興味がある方は

練では・・・？と思ったのを今でも鮮明に記憶してい
ます。 Sai

上記サイトでチェックをしてください！！
海外を訪れる前に“知っておくと良い”かも？？

05549_1905546_1905424,00.html

健康に良くないとはわかっていながら、ついついたまに
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「アメリカ大学奨 学金プログラム」
夏の全国説明会開催！

活動報告＆お知らせ

IYEO ではこの夏も 7 月～ 9
◆IYEO 三重デスクが誕生しました！

月にかけ、全国各地にて

国際化が進む日本経済では、海

「アメリカ大学奨学金プロ

外留学が重要な役割となってい

グラム説明会」を開催しま

ます。三重県でも、都市部の海

す。詳細については、IYEO

外留学への事例を参考に、学生

のホームページにて、ある

や社会人等への海外留学の支援、

いは最寄の IYEO 各地デスクにご確認ください。

また留学帰国者の企業就職と促
進や地元企業の国際交流の支援

◆アメリカ大学奨学金プログラム説明会予定

に努める必要があると感じ、8

7/24(日) 広島

広島 YMCA 本館 4 階

13:00-16:00

年の留学経験と 10 年間の留学

7/31(日) 千葉

市川市文化会館

13:30-16:30

カウンセラーの職務経験を活かすべく、地元三重に戻り

7/31(日) 大阪

阪急ターミナルスクエア

「みえ留学センター」を立上げました。IYEO 千葉デスク
のスタッフとして活動させていただいておりましたが、

8/07(日) 名古屋 名古屋国際センター
8/27(土) 札幌

異文化交流推進ネットワーク 13:30-15:00

今後は三重デスクとして皆様と一緒に IYEO を盛り上げて
いく一員になれることを嬉しく思います。

8/28(日) 福岡

詳細は IYEO 福岡デスクへお問合せを

9/04(日) 宮崎

グリーンリッチホテル 14F

会社：企業組合みえ留学センター

13:00-16:00

返済不要の奨学金でアメリカ大学留学を支援！

住所：〒 510-0302 三重県津市河芸町千里ヶ丘 17 － 17
TEL: 059-245-3556

13:00-16:00
13:30-16:30

授業料+滞在費+食費合計の半額以上を卒業まで毎年支給

FAX: 059-245-2084

Email: nobukuni@mie-ryugaku.com
■英語力に自信がなくても大丈夫？

◆活動報告
2/19 アメリカ大学奨学金プログラム説明会(仙台)

■高校の成績があまりよくないんだけど応募できる？

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)

■アメリカの大学の授業ってどんな感じ？

■留学後の就職は？

詳細は「アメリカ大学奨学金プログラム説明会」にて！

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)

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

編集後記
先日ハワイへ行った際“KOKUA JAPAN”という大きなサインを目にしました。“KOKUA”とは、ハ
ワイの言葉で「助け合い」という意味だそうです。遠く離れた異国の地で、人々の温かい気持ちを実
感した瞬間でした。日本を旅立ち、異国の地で留学生として学んでいる生徒達も各地で立ち上り、募
金活動などを行ったようです。また大きな支援を寄せてくれた台湾から高校生が交換留学生として来
日します。彼らが日本で有意義な高校生活を送れるよう準備を進めているところです。日本での留学
体験も今後の News Avenue でご報告していきたく思っております！！
Sai・May
季刊誌 「IYEO News Avenue Vol.23」 2011 年 6 月 15 日号
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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
編集

URL : http://www.iyeo.org e-mail : info@iyeo.org
岩下小百合（IYEO 福岡） 八木ゆう子（IYEO 広島）

IIntercultural Youth Exchange Organization (NPO)

Sapporo Sendai Chiba Mie Osaka Hiroshima Fukuoka Miyazaki Okinawa Seattle Perth Brisbane Wellington

8
?

?

