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アメリカの大学で 1 学期を過ごして！！

アメリカ大学奨学金プログラム参加者レポート
How's it going?
待ちに待った大学授業開始！

僕が入学を希望する大学の TOEFL の基準点が 61 点であっ
たのに対し、当初のスコアは 48 点…

大学での正課授

業の前に、ESL(English as a Second Language)という留学
生対象の英語クラスを半年履修しなければなりませんで
した。大学キャンパスにいながらやりたい勉強(Major)を
始められないというもどかしさもありましたが、今の自

原崎健太郎@Upper Iowa University
“How's it going?” 今となっては何てことないただの日
常の挨拶に過ぎないこの文も、How are you?という表現

分に本当に必要なことは何なんだ!?と自分に言い聞かせ、
ESL での毎日を過ごしていきました。振り返ってみれば、

しか知らなかった半年前の僕にとっては、まさに始まろ
うとしていたアメリカでの大学生活が思いやられる不安

ESL で過ごした半年間は言葉も文化も違うアメリカで大
学生活を送る僕にとってなくてはならないものでした。

要素のひとつでした。新たな地での新たな生活に胸を弾
ませる反面、未知なる経験に対する不安を抱えながら、2

英語力はもちろんのこと、一日の生活スタイル、新たな
友達作り、大学の授業への心の準備など、その期間で学

012 年 8 月 10 日、友達や両親、そしてアメリカ留学の
大先輩であり最高のサポーターである岩下さんからの激
励を受け、福岡空港を飛び立ちました。実は人一倍さみ
しがり屋の僕なので、恥ずかしい話、飛行機に乗るすぐ
直前まで涙をこらえることに必死でした。そのとき思い
出したのが岩下さんにいつも言われていた “腹をくくれ!”
という言葉。これから自分の夢を叶えるためにはるばる
海を越えてアメリカに旅立とうとする男がめそめそして
いてどうする!と自分に喝を入れ、飛行機に乗り込みまし
た。そしてその数週間後、僕のアメリカでの大学生活が
スタートしました。
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び得たものは、今の僕の大きな支えとなっています。

だった気がします）講師の人から drop するように指示を

そして今、待ちに待った大学での授業が幕を開け、今ま

受けました。もう１つは、以前のメールでもふれた、ゾ

でとは少し変わった生活リズムにちょっと戸惑いながら

ンビの授業。あのクラスはとても大変でした。教授はと

も「ストレート A」という目標に向けて忙しい毎日を送っ

てもおもしろい人だったのですが、学ぶ内容が、ただゾ

ています。授業内容も ESL クラスに比べると格段に難し

ンビ映画を見るだけでなく（映画を理解するのにも一苦

くなり、これが岩下さんの言われていた“経験しないと

労でしたが、そこはオタクのルームメイトの力を借りま

分からない大変さ”なんだなぁと強く実感しています。
しかし、友達も以前より増え、さらにはいろいろなクラ

した）、そのゾンビ達が持つ社会的シンボル、意味、比
喩について、みっちりディスカッションするのです。正

ブ活動や学校の行事に参加するなど、学校生活を楽しむ
方法を自分なりに見つけ、楽しい毎日を過ごしているの

直、辛かったです。全く発言できず、気が滅入るばかり
でした。

も事実です♪こうして忙しくも充実した楽しい大学ライ
フを送れているのも、岩下さんをはじめ、友達、高校の
先生方、そして、いつも僕のことを気にかけ、遠くから

英語での授業を全て理解するのは、かなり難しかったの
で、ピンチなると英語にハンディがあるのを最大限アピー

応援してくれている家族のおかげです。周りのみなさん
への感謝の気持ちを忘れず、これからも自分の夢に向かっ

ルしてました。教授やアドバイザーの助けを借りて何と
か乗り切りました。成績は、psychology と art が A で、

て一生懸命努力します!!!

writing が A-。 そのゾンビの授業は incomplete にしても
らって、休暇中に別課題をすませた後に成績を付けても
らう事にしてもらいました。自分の能力や性格をよく知
る事になった 4ヶ月だったと思います。来期は 15 単位と
るつもりです。
とにかく、いろいろ起こった 4ヶ月で、まだまだこれか
らも何か起こりそうです。最近のハプニングは、寮のキッ
チンでハンバーグを焼いていたら、警報機が作動して消
防車が 3 台とセキュリティーが来てしまった事です。大
恥をかいていしまいました。当分はキッチンには近づか
ないようにしています。来週から気を引き締めて、ふた
たび学業に専念したいと思います。こちらは、-30 度近
くなった日もあって、なかなか寒いです。それでは！

「ゾンビ文化」にはちょっと苦戦?

一日中図書館にいることも？?

内田悠太@Univ. of Wisconsin Superior

川村美菜代@Black Hills State University

こんにちは！
もっと早くに現状報告のメールを送りたかったのですが、 こんにちは！お久しぶりです！
インターネットの調子が悪い事もあって、遅れてしまい
ました。秋学期は最初のセメスターと言う事で、手探り

事前研修で大変迷惑をかけた脳みそ筋肉の川村です。
新学期も始まり、少し落ち着いたのでメールしています。

の状態で生活をしていたという感じでした。吉川さんか
ら教わった通り、思いもよらない事の連続で、辛い状態

学校側の事情もあり、なんとかレギュラーコースにあが
る事ができました。しかし Compas テストの英語でうま

も多少あったと思います。英語も全く上達しないし、劣
等感を感じる毎日でした。
かといって、ここでの生活が辛い事ばかりというわけで

く行かなかったので Basic Writing と Basic Reading を今
も取っています。他に World History of Cinema と Math を

はありませんでした。友人もできて、自分の好きな事を
好きなだけ出来てたと思います。(intramural のバスケの

授業料+滞在費+食費合計の半額以上を卒業まで毎年支給

返済不要の奨学金でアメリカ大学留学を支援！
詳細は「アメリカ大学奨学金プログラム説明会」にて！

チームに入っていました。ムキムキのアメ リカ人に怪我
をさせられないようにするので精一杯でした）

■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？

学業面で言うと、渡米当初に報告した様子と、少し変わっ

■アメリカの大学の授業ってどんな感じ？

た事があります。１つは、数学のクラスを drop した事で
す。あまりにも簡単だったので(中学１年生くらいの内容

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
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世界何でもランキング
Is That a Dorm ?
2012 アメリカ大学寮ワーストランキング
Princeton Review
1. United States Merchant Marine Academy
(Kings Point, NY)
2. Tuskegee University (Tuskegee, AL)
3. University of New Mexico (Albuquerque, NM)
4. United States Coast Guard Academy
(New London, CT)
取っています。今の所宿題も、授業もうまい事やってい

5. University of Washington (Seattle, WA)
6. Hampton University (Hampton, VA)

けてます。

7. College of the Ozarks (Point Lookout, MO)
今学期から、私の目的でもある、Filmmaking を始めよう

8. United States Naval Academy (Annapolis, MD)

と思ったのですが、Black Hills State University にはその関

9. Whittier College (Whittier, CA)
10. Alfred University (Alfred, NY)

係のクラブや Organization が無かったので、仲間づくり
のために、Photograph Organization に参加し始めました。
みんなで、写真を撮りに short trip に行ったり、ピンホー

ちなみに大学寮ベスト 1 に輝いたのは Washington

ルカメラという簡単なカメラを作ったりして楽しくやっ

University in St.Louis。

てます。事前研修や、吉川さんのご指導のおかげで、一
日中図書館にこもって勉強する事とか、しんどくなって
も踏ん張ることが出来るようになりました。とても感謝
しています。ありがとうございました！今学期は良い成

アメリカ高校交換留学プログラム
2013 年夏出発 参加者募集！

績とれるようにがんばっていこうと思います！

お問い合わせ・お申込は IYEO 各地デスクまで

夏休みには IYEO 広島の皆さんに会いにいきたいと思いま

フリーダイヤル/0120-52-9686 URL/www.iyeo.org

す！約 90 日後にお会いするのを楽しみにしています！

「就職説明会」企業と学生に温度差・外国人留学生に注目集まる
1 月 13 日(日)8 時 10 分配信

産経新聞

平成 26 年春採用に向けた企業の就職説明会が、本格化している。就職活動の解禁時期は、25 年春採用から大学 3
回生の 10 月から 12 月に繰り下がっており、企業サイドは短期間での採用に注力。外国人留学生の採用についても、
円高による海外進出だけでなく、豊富なバイタリティを見込んで重要視している。一方の学生サイドは、就活時期が
遅くなったことに加え、内定状況が改善傾向にあることからゆっくりとしているケースもあり、企業と日本人学生と
の間に温度差がみられている。
人材サービス大手のパソナグループは 1 月 12 日、大阪市内で外国人留学生向けの合同企業説明会を開催。リクルー
トスーツ姿の留学生が、大手企業を中心にした参加 20 社の担当者の話に熱心に耳を傾けた。留学生対象の説明会は、
海外進出企業の増加などから外国人留学生に注目が集まっているためだ。進出先の海外拠点で活躍する人材を求める
企業も増えており、今回の説明会では新たに、日本語を生かして母国での就職を希望する留学生向けに「帰国就職相
談デスク」を設置した。回転ずしチェーンのあきんどスシロー（大阪府吹田市）の担当者は「日本人学生にないバイ
タリティなどがある」と外国人留学生を評価。「意識の高い留学生に、日本人と同様に働いてほしい」とラブコール。
新卒学生の就職活動解禁時期の繰り下げは今回が 2 年目。就職情報会社のリクルートキャリアによると、昨年は
活動期間短縮で思い通りの人材が採用できなかったという反省から、今年は危機感を持って積極的にアピールしてい
る企業が増えているという。求人数では、東日本大震災以降に採用を抑制していた企業が積極的になったこともあり、
今の４回生の就職内定率は、昨年 10 月時点で 63.1 ％と 2 年連続で前年を上回った。リクルートキャリア広報担当
者は「学生はゆっくりと構えているケースが多く、企業と学生の意識にギャップがあるのでは」と話す。景気の先行
きが不透明なことに加え、留学生など幅広い人材を確保したい企業側は増えるなか、日本人学生にとっては決して楽
な環境とはいえない。
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ニュージーランドの看護師免許取得をめざして
現在、ニュージーランド、パーマストンノースにあるポリテクニック Universal College of Learning-UCOL の Bachelor
of Nursing for RN に在籍中の太田美保さんに学校の様子などについてアンケート形式で答えていただきました！
外は何でもやります。午前勤務 7:00-15:30、午後勤務 1

■海外留学しようと思ったきっかけは？

4:30-23:00、深夜勤務 23:00-7:00 というシフトで動いて

看護師・保健師の資格を取り日本で働
いていたのですが、もともと海外旅行

います。

が好きだったこともあり、思い切って
海外協力隊に応募、フィリピンで 2 年

■NZ で最初に驚いたことやなじめなかったことは？

ほど経験を積みました。この経 験は

勉強スタイルでしょうか。日本では丁寧に毎日びっちり

「私を私の職種で海外においてくれた」
という点でとても大きな転機になりま

と組まれた授業を受けていくというのが当たり前でした

した。フィリピンでは、文化や言葉が

す。なので、モチベーショ
ンが高くないと何も学べ

が、こちらでは自己学習が中心です。授業は週に数回で

違う医療職の人達と共に生活し、彼らの職業について知
はこの時、とにかく専門用語が分からず苦労し、ちょう

ません。日本のように全
員がそろえなくてはいけ

ど次のステップを考える時期にきていたこともあって、
カナダで医療英語を学ぶことを決意しました。色々と情
報収集した中で、カナダで学べる医療英語がその時の自

ないような教科書がない
ので、とにかく図書館に
行き必要な本を見つける

分の希望に合っていたからです。カナダには約 1 年滞在

ところから始まります。

りました。彼らは英語で医療、看護を学んでいます。私

しましたが、これだけでは足りない、もっと日本以外の

UCOL 自習・カフェスペース

■今後の予定は？
今年ある 4 教科と 3 つの実習を一生懸命パスして、11 月

看護について学びたいという気持ちが強くなり、今はニュー
ジーランドで学んでいます。

の国家試験にもパスし、ニュージーランドの看護師免許
■同じコースに在籍する学生の出身国は？

への資格切り替えを完了させることです。日本に戻ると、

地元のニュージーランド人のほかに、インド、フィリピ
ン、中国、ネパール、トンガ、ドイツなどで、日本人は

確実に英語は使わなくなると思うので、当初の目的は看
護学の学士号取得でしたが、将来のために数年英語環境

私一人です！

で看護師と働いてみることを検討しています。

■看護実習の様子は？ どんなスケジュール？

■外から日本を見ることで分かったことなどがあれば？

科目によりますが、授業は週に 2 ～ 3 回です。主に UCO
L の Web 教材での自己学習が中心です。

今まで日本以外に 3 カ国に住みましたが、そこで人々は
日本に興味を持っているということが分かりました。日

週 5 日、主にプリセプター（指導看護師）と同じシフト
にあてられることが多いです。精神看護は地域での活動

本という国は、とてもユニークな文化を持っていると認
識されていることでしょうか。また、私自身、日本はテ

だったので午前中勤務だけで、どちらかというと見学が
主でしたが、今の外科での実習は、患者さんを与えられ

クノロジーが発達しているので、何でも進んでいる国と
いうイメージを持っていましたが、海外では文化、考え

て、看護師の下で一緒に働くという感じです。日本の看
護実習は、1 人の患者さんを通して看護を学ぶ感じでし
たが（当時）、こちらでは実際に看護師と同じように患

方や表現の仕方が全く異なり、日本が吸収するべき海外
の良い点も理解することができました。

者さんと病棟を看ることで看護を学んでいます。もちろ
ん、静脈注射はできない等の規則はありますが、それ以

■日本の高校生、大学生に向けてアドバイスを！
実は高校生の時にカナダに留学したいと思ったことがあ
り、母と一緒に留学セミナーに行ったことがあります。
その時はあまりにも漠然としていて、個別面接を希望し

ニュージーランドのポリテクニックについて
専修学校を中心とした形態をもち、実務に適した資格
取得を目的とする国立の高等教育機関です。

たにも関わらず、ほとんど質問できませんでした。でも、
それはいつか形になるものだと思います。私のように、

日本の専門学校とは違って大学との明確な境目はなく、
学士号はもちろんのこと、専攻により博士号まで取得
可能です。

かなり後になって、自分のやりたいことを持って海外へ
出るのも一つの選択ではありますが、私が記憶するに、
4
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ロッキー君がやってきた！

高校生、大学生の時が一番英語については知識があった
ように思います。高校、大学時の 1 年というのは、日本

福岡県立糸島高校

ではストレートに行くものという考えがありますが、一
番色々なことを吸収したり、本当は何に興味があるか等、

2013 年 1 月 20 日(日)～ 2 月 2 日(土)

自分を見つめなおすのにとてもいい時期だと思います。
色々な選択肢がありすぎて困るかもしれませんが、何と

2013 年 1 月 20 日

なく過ぎてしまうにはもったいない時期です。言語を理
解すること、英語を話せるようになることは目的ではあ

から 2 週間、送り
だし IYEO パース、

りません。手段です。その手段を使って、何かするか、
何を学ぶのか、が大事なのではないかと思っています。

受入 IYEO 福岡手配
のもと、Mr. Lachel

この「手段を使って何かを学ぶ」ということは、待って

an Pelham、通称ロッ

いるだけではなかなか実現しないものです。留学という
きっかけを自ら作ってみるのも、新しい自分を探すため

キー君が福岡県立
糸島高校にやって

に大事なことかもしれません。

きました。以下、糸島高校ならびにホストブラザーの感
想をお届けします。

留学

偉

IYEO 札幌

青木晶子

人伝

まずはクラスメイトから

Q.ロッキー君を受け入れた感想は？

Edwin Dan(北海道ゆかりの偉人)

A.とても楽しかった！いつかまた海外から留学生が糸島
高校に来て欲しい！日本の高校生活を体験したい留学
生がいたら、是非糸島高校に連れて来てください！

～北海道畜産の基礎を築いたアメリカ人～

A.お互いにちゃんと言葉が通じていなかったとしても話
していて楽しかった。（もちろん伝えたい事が伝わっ
たように感じた時は嬉しかったけど。）

Edwin Dan は 1848 年アメリカ、オハイ
オ州で生まれた獣医師で、明治期に開
拓使に雇用され北海道における畜産業

A.英語で伝えたい事が伝えられるようにこれからも勉強
頑張ります！

の発展に大きく貢献した人物。開拓使
次官・黒田清隆がアメリカ農務長官だっ
たホーレス・ケプロンと親交があった

ホストブラザーから

縁からケプロンの息子から開拓使の技術指導者に推挙さ
れ、明治政府と雇用契約を結びました。当時の日本では

Q.ホストブラザー(バディ/相棒）となった感想は？

まだ西洋獣医学の知識を持つ人がなく、Edwin の指導は
大変貴重なものだったようです。

うだった。ロッキーがわからない日本語を説明するの
は難しいと思った（日本語は母国語なのに）
Q.どんな事に気をつかいましたか？

1875 年に函館へ、1876 年には札幌へ移動し牧羊場や牧

A.テンションが低い時（特に朝）、どう接したら良いか
戸惑ったけれど、普通に高校へ一緒に行ったら、自然

A.楽しかった。毎日、英会話のレッスンを受けているよ

牛場の建設を提案、完成後は飼育指導のほか、バター・
チーズ・練乳の製造およびハム・ソーセージの加工技術
を指導しました。現在の「北海道の乳製品は美味しい！」

とテンションも高くなり、帰る頃にはかなりハイテン
ションだったので、面白いと思った。（安心した）

を作り出した人でもあります。また、1894 年に日清戦
争が起こった時には和平交渉実現のために奔走したとも

ホスト校を引き受けてくださった糸島高校は、昨年 110

伝えられています。アメリカへ一時帰国をした時期もあ
りましたが、外交官として再来日。その頃には北海道を

周年を迎えた伝統校。そんな糸島高校は、留学生の受入
を積極的に行ったり、生徒達が留学生のホストファミリー
を引き受けたりと、色々なカタチの異文化交流を 20 年

離れていますが、日本には長年に渡り留まりました。と
いうのも Edwin は日本人・道子さんと国際結婚をしてお
り、この結婚によって日本への永住を決意したそうです。

以上続けています。そして昨年末は糸島高校１年生全員
が米国の４つの高校の生徒達へクリスマスカードを兼ね

北海道畜産の基礎を築いた Edwin Dan の業績は、札幌に

た年賀状を送ったそうです。生徒の一人ひとりに文通相
手がいるというのは素晴らしい事です！！そんな糸島高

ある Edwin Dan 記念館で詳しく知ることができます。こ
の記念館、もともとは種畜場の事務所として建てられた

校の生徒の皆さんたちがロッキー君の糸島高校での生活
を上手にサポートしてくれました。日本の高校に通いな

もので、現在は札幌景観資産国登録有形文化財に指定さ
れていて、一見の価値あり！です。

がらできる異文化交流のカタチを糸島高校は長年続けて
おられる事にも拍手です！！
IYEO 福岡 岩下小百合
5
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るそうで、学校生活でも安心して見守る事ができます。

「熱烈歓迎」

我が家に待望の留学生が!

Academic Year Japan 2012-13

Tsai Yu-Ping ホスト 栄野川ファミリー

2 月前半は我が家の誕生日ラッシュで 2 週間の内に 6 人
中 3 名(女組)が誕生日ですが、ユーピンは台湾から持っ
てきた品（文房具や台湾のユーモアのある人形、学校で
作成した陶芸品）をプレゼントしてくれました。我が長

平成 24 年 10 月 2 日、

男(ユ―ピンと同級生)は・・・（涙）

“熱烈歓迎“ 我が家に
待望の留学生ユーピンが

我が家の掟で食卓の準備と片付けや洗い物、洗濯物も自

来た！ホストになる事は
もちろん初めてで、当初

分で収納するのですが、ユーピンもしっかり兄弟として
こなしています。互いに気づいた事を言うことができ、

は私達の様な家族で本当

時折末っ子と言い争っている場面も見られます。とにか

に彼の役に立てるのかと

く、我が家の１人として欠かせない存在になっていて、

いう戸惑いと、どんな留

とても良い経験をさせて頂いています。留学生の受け入

学生が来るのか、私や私

れは、ホストファミリーにとっても良い経験になるとい

の家族と上手くやっていけるのだろうか、お互いに途中
で挫折したりしないだろうかと、とても不安でした。し

う事を実感しました。こんな体験をさせて頂き感謝して
おります。津嘉山さん、IYEO の皆さん、ありがとうござ

かし、前者は IYEO 沖縄の津嘉山さんの“普通の沖縄の家

います是非、これからも沢山の留学生との交流を深め、

族”でいいんだという神憑りなアドバイス(笑)と、後者
はユーピンと出会った瞬間に吹っ飛びました＼(^o^)／

この輪を広めて行って下さい。
PS：涙を流して玉ねぎを切った事や目玉焼きが食せない

早５ｹ月が過ぎようとしていますが、今現在私が言える

事やナスやゴーヤー事件とユーピンの事はもっと話し足
りない事がありますが、次回？にゆだねます。＼(^o^)／
栄野川家一同より。

事は、私と私の家族にとって非常に良い教訓・刺激になっ
ているという事です。ユーピンにとっては分かりません
が(笑) 私がもし留学生だったら、日々ホストに気を使い
“ヘトヘト”になっていたと思います。更に、その影響
がホストにも伝わり、変な気遣いが生まれ、ホストも気
苦労しただろうなとつくづく感じます。でも、ユーピン
は違いました、全く私達に変な気苦労はさせません！
自分から進んでバスケ部に入って練習に励み、学業に関
しては数学・英語はトップレベル、日本特有の国語や社
会があるのに全体でも 20 位に入る成績！沖縄の学生頑
張れ！来る卒業式では校歌斉唱時にピアノ伴奏を担当す

世界の国旗Ｑ＆Ａ(16)
キューバ
WBC でのライバル国！

世界の「食堂車の」
車窓から

ナニコレ 珍食品！
Vegemite
ベジマイト

ベジマイト(Vegemite)は塩辛く濃い茶色のペースト状の
食品で、バターを塗ったトーストの上に重ねて塗ったり、
サンドイッチに用いたり、料理に使用することもありま
す。実はこのベジマイトは発酵食品！
1923 年、オーストラリアのフレッド・ウォーカー社（Fr
ed Walker）がビール酵母からスプレッドを開発している
際、食品技術者のクリル・キャリスター(Cryl P. Callister)
氏が発明。(現在、ベジマイトの商標はクラフトフーズ社

1869 年、国会で国旗として採用され、北西戦争間は使
用されずに星条旗（アメリカ国旗）が使用されるも、独
立後は現在の国旗が使われました。またキューバ革命後
も国旗の変更はされませんでした。
Ｑ．国旗の青の 3 本縞はスペイン統治下時代の軍政地域
の数、白の 2 本縞は純粋な愛国心を象徴しており、三角
が意味するものは、強さと不変性を表わしているそうで
す。では、白の星は何を象徴しているのでしょう？
Ａ．「独立」
白の星は旧スペイン植民地国の国旗によくみられるシン
ボルでもあるんですよ！
6

が保持。)イースト菌抽出物（酵母エキス）を元に作られ
ており、実際にはビール醸造の副生成物なので、麦芽抽
出物も含んでいます。また、チアミン(B1)、リボフラビ
ン(B2)、ナイアシン(B3)、葉酸(B5)などのビタミン B 郡
に富んでおり、身体にとても良い成分を含んでいます。
オーストラリアやニュージーラン
ドでは非常にポピュラーなのです
が、その他の地域ではあまり知ら
れていないようです。(ベジマイ
トに類似した食品で、イギリスに
はマーマイトというものがありま
す。)ベジマイトは塩辛く、酵母
製剤(例：エビオス錠)に似た独特
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の香り、旨味、コクがあります。強烈な味を和らげるた

ベジマイト 「トリビア」

め、多量のバターやスライス(または加熱して溶かした)

ベジマイトの名前の由来について、“野菜が入っている

チーズと一緒にパンに塗って食べる食べ方が主流。

わけではないのに、なぜ野菜を意味する Vege が使われ

発酵食品なので、好みは分かれると思いますが、最近、

ているのか？”と、疑問に思い調べたところ、ベジマイ

日本でも輸入食品を扱うお店で手に入るので、是非トラ

トを開発したフレッド・ウォーカー社の娘（シーラ）が、

イしてオセアニア地域の味を感じてみては？？！

思うままに無作為で命名したそうです。

Film Major で卒業しました！

きたのは、やはり事前にあった IYEO 広島デスクでの CAP

いよいよ OPT に挑戦

トレーニングや吉川さんのたくさんのお話、そして留学
中の心のサポートです。普通５年も経つとあの出発時の I

馬場弘基@Emerson College

YEO 広島デスクへの想いや緊張はあせていくと思うので
すが、あせていくよりもそれが浮き上がるばかりです。
たぶん自分が実社会の中に歩いていく上の大先輩であり、

お久しぶりです。
2012 年 12 月下旬、Emerson College を F

それが励みになっているからだと思います。

ilm major で無事卒業しました！本当に自
分が卒業したのか、取得したすべての単

でこの５年間やって来たと思いますし、これからもそう

自分は日本からの留学生というより、IYEO 広島デスク生
だと思います。あの 18-19 歳の頃に吉川さんに会えたこ
とがこれからずっと残り、自信となって、活力となって、

位は卒業に満たしているのか確認するの
が大変でした。Lindenwood University からの編入生とい

自分は映画の道を歩んで行きます。

うこともありますしいろいろ不安でしたけども、どうや
ら卒業証書は来月届くようです。
現在は OPT(Optional Practical Training)待ちです。ニュー
ヨークとロサンゼルスを中心にジョブ・サーチをしてい
ます。マイアミにいる友人からメディア・プロダクショ
ンの仕事の話が来ていますが、OPT の先の事もあるので
いろいろ考えています。とはいっても今は比較的時間の
ある時期だと思っていますので、本や映画を見たり大学
で学んだ書類や作ったメディアを整理したり、あと引っ
越しの準備もしています。
IYEO 広島デスクの皆さんには、本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。5 年間の大学生活を終えてこうやって卒業で

Larry David (アメリカのコメディアン・脚本家/黄色ジャケット着用)と

海外留学をしている日本人は約 5.8 万人、前年比 3.1%減少
文部科学省 2013 年 2 月 8 日

文部科学省では、OECD 等における統計をもとに、日本人の海外留学者数を集計しています。このほど、2010 年
統計の状況を取りまとめましたので、公表いたします。また、独立行政法人日本学生支援機構で毎年調査してい
る外国人留学生在籍状況調査について、2012 年度の結果が取りまとめられましたので、お知らせいたします。
◆日本人の海外留学者数
OECD 等の 2010 年統計による日本人の海外留学者数を集計したところ、58,060 人（対前年 1,863 人（約 3.1
％）減（2009 年：59,923 人））であり、留学者数の多い国はアメリカ合衆国（21,290 人）、中華人民共和国
（16,808 人）、イギリス（3,851 人）でした。
◆外国人留学生日本在籍状況
我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学
するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する 2012 年 5 月 1 日現在の留学生数は、137,756 人（対
前年 319 人（0.2 ％）減（2011 年：138,075 人））であり、留学生数の多い国（地域）は中華人民共和国（86,
324 人）、韓国（16,651 人）、台湾（4,617 人）でした。※2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の影響で 2011
年 5 月 1 日現在の外国人留学生は前年比 3,699 人(2.6 ％)減少したが、2012 年 5 月 1 日現在では前年比 319 人
(0.2 ％)と、減少幅は緩和傾向。
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アメリカ大学奨学金プログラム

IYEO では、今年もアメリカ大学奨学金プログラムの春の

活動報告＆お知らせ

全国説明会を開催します。アメリカの大学留学にはどれ
ぐらい費用が必要？英語の授業について行けるの？気に

◆IYEO 札幌デスクが IYEO News Avenue 編集に初参加！！

なる就職は大丈夫？各地にて開催される説明会で、その

今回、札幌相談デスクが IYE

疑問を解決しましょう。

O 季刊誌の編集に初参加！
トピックを考えたり、ミー

3/30(土)札幌
3/02(土)名古屋

14:00-16:00 IYEO 札幌デスク
14:00-16:00 ポーラ名古屋ビル 11F

ティングを行ったりと普段
経験することのない編集業

3/16(土)名古屋
3/31(日)広島

14:00-16:00 ポーラ名古屋ビル 11F
13:00-16:00 広島 YMCA

務に携わることができて貴

3/30(土)福岡

14:00-17:00 アクロス福岡

重な体験となりました。 作
業中、札幌ではちょうど「雪まつり」が開催されていた

3/30(土)南九州
3/24(日)沖縄

13:00-16:00 IYEO 南九州デスク
10:00-12:00 那覇教育福祉会館
(※13:00-15:00 高校留学について)

のですが、いつもより活気のある街の様子、声を BGM に
原稿を作成。また、現在留学中の方が、忙しい中、快く

説明会詳細については IYEO のホームページにて、あるい

情報提供やアンケートに協力してくれたことは、本当に

は最寄りの IYEO 各地デスクにお問い合わせください。

有り難く、頑張っている様子に刺激を受けました。
2013 年夏には米国大学奨学金プログラムで北海道の一期
生が旅立ちます。彼らは今、期待と不安が入り混じった
気持ちで準備を進めていますが、「いつも News Avenue
に刺激をもらっています」「先に留学している先輩の様
子が分かって安心する」など、この季刊誌が彼らを勇気
づけていることは確か！ぜひこの 28 号も多くの方々に
読んでいただきたい、役立ててもらえたら嬉しいです。
IYEO 札幌 青木晶子

アメリカ高校交換留学プログラム

◆IYEO 沖縄デスク、オフィス移転予定のお知らせ。
IYEO 沖縄デスクは、3 月中旬より、下記に移転予定です。
詳細は IYEO 沖縄デスクまで。
移転先住所：〒 902-0061 那覇市古島 1-14-6
那覇教育福祉会館内

2013 年夏出発 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

編集後記
2013 年度の News Avenue では、毎号、国内外の１デスクが編集に飛び入り参加の予定です。
一番乗りは札幌デスク！それにちなみ、NZ 看護留学をはじめ、札幌デスクならではの記事が
登場しています。編集会議では、「今日も氷点下、今は雪まつりです」という北海道ならで
はの声があがれば、「こちらは桜がちらほら咲き始めています」とまるで春を思わる沖縄からの声も
ありで、まさに北から南まで列島縦断の大会議でした！次号では、遥か海を越えてダウンアンダー、
オーストラリアのパースデスクが参加予定です。皆様お楽しみに！ May・Sai・Papaya・Akiko
季刊誌 「IYEO News Avenue Vol.28」 2013 年 2 月 28 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
編集

FAX 082-243-1849
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