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特集 アメリカの大学で 1 学期を終えて ①
大学生活ってどんな感じ？ カルチャーショックは？
山口健君にインタビュー Lindenwood University
アメリカ大学奨学金プログラムに参加、北海道より渡米
して 4 か月、1 学期を終えたばかりの山口君に大学生活
について尋ねてみました。
渡米前に「やっておいて良かった」「こうしてお
けば良かった」ということは？
アメリカに来てからは、日本にいるときにあれこれして
おけばよかったなと思うことばかりでした。一番は単語
について。TOEFL のスコアを提出した後、このテストは
当分受けないし事前英語研修もあるからと思い TOEFL 用
の単語練習をやめてしまいました。しかし英語で生活を
するにあたって語彙力はとても重要なものだと気づきま
した。日々の会話、授業の一コマ、いたるところで「こ
の単語がわからないから全くもってこの話の主旨がわか
らない！」なんてことが多々ありました。逆に何話して
るかよくわからなかったけどあの単語のおかげでなんと

本では全員が知っていることなので説明を聞くこともす
ることもまずないと思います。日本の文化について英語
で書かれた本を読んでおくことをおすすめします。

なくわかったってこともよくありました(笑)。リスニン
グについても「アメリカに来てから伸びるでしょう」と

渡米時、大学に到着するまで、あるいは寮のチェッ

ちょっと楽観的に考えていたんですが、来てみたら毎日
が英字幕すらない洋画です。もっと練習しておけばよかっ

クイン等でハプニングは？
飛行機に乗ってから細かな事もあったんですが、大学に

たととても後悔し、ネットで映画やドラマを毎日見てま
した。あと日本のことをよく聞かれます。結構特異な文

着いてからのほうが僕的には参りました。僕の大学では
Wi-Fi もしくは学校のパソコンを使うには大学から支給さ

化ですし、それなりに有名なので興味を持っている人が
いたり話のネタとして聞かれることがよくあります。日

れる Student ID とパスワードがないと使えないのですが、
大学のスケジュールにより、それは到着５日後くらいま
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で受け取れませんでした。その上、僕を含む数人の生徒

と何それ説明してとかってなって、逆にそれができなく

は学校側の不手際でその日にもらうことができず、次の

て困ったりしてました。

日まで待つことになりました。さらに後日携帯電話の契
学部課程に進む今学期、選択した科目は？

約に行き、SIM カードを買いました。店員さんにすぐは

Academic Writing for Non-Native Speakers
Freshman Experience

使えないけど１日以内に使えるようになるからと言われ
帰ったのですが、いつまでもアンテナが立たないので電
源を入れなおすと「SIM カードが壊れてます」と出てき
てアメリカっぽいなと思ったのと同時に度重なる電子機

Principles of Psychology (GE-SocSci)

器関係のトラブルですごく落胆したのをはっきりと覚え
ています。

Concepts in Visual Arts (GE-FineArt)

Advanced English Grammar for Non-Native Speakers
ESL は卒業したんですが留学生は EPP という英語のプロ
グラムを２つまたは３つ、個人の英語力によって必ず受
けることになっています。僕の場合は Academic Writing f

前学期を振り返った感想を。学校生活、寮生活な
ど。ホームシックやカルチャーショックは？

or Non-Native Speakers と Advanced English Grammar for
Non-Native Speakers の２つ。そして１年生は絶対受けな

僕は ESL からのスタートだったので授業もそれほど難し
くなく余裕を持って毎日楽しく過ごすことができ、英語

くてはいけない Freshman Experience。残りは今学期中の

ノルマ単位のために Principles of Psychology (GE-SocSci)
てます。文化の違いを身をもって体験、理解できるので、 と Concepts in Visual Arts (GE-FineArt)を選択しました。
の生活にも慣れてきました。ホームシックはやはり感じ
日本のいいところもこっちにいながら沢山気づくことが
出来ました。周りに何もないし車もないし遠出にはタク

専攻を何取りたいか決まってる人はこの時点からその専

シーしか選択肢がなく、そもそもどこに何があるのかも
知らないので休日は基本暇な時間ばかりで友達もみんな
退屈していました。そんな時出発前に友達と毎日のよう

いなかったので General Education だけを取ることにしま
した。最初は英語力のこともあるし芸術系をとっておき
なさいと言われたのと面白そうだなと思ったので上記の

に遊んでいた事を思い出し、その物足りなさ故に日本に
帰りたくなることが多いです(笑)。カルチャーショック

２つにしました。

攻と関係する授業をとれるのですが、僕はまだ決まって

は基本的には驚きはせずに受け入れることができたので
別に大丈夫でしたが、考えもしていなかった天候とうい

今学期への意気込みを！
ESL を終え、学部生としての生活が始まり、きっと

う面で驚きました。８月最終週、夏真っ盛りの時に到着
し日中 30 度後半が当たり前で、北海道出身の僕からす

また新しいことの連続、特に Work&Learn が始まるので
さらに忙しくなると思います。言語的不利とかもありま

ると暑すぎてダメでした。さらにエアコンのついてない
寮だったというのも辛かったです。一番びっくりしたこ

すが一生懸命努力をし、ベストを尽くします！！

とはだんだん寒くなってきて朝方は氷点下まで下がるよ
うになってきた時に、朝寒いと思って起きたらアメリカ
人のルームメイトが扇風機回して窓開けてパンツ一丁で

渡米を控えている後輩や今留学を検討している方
へ、アドバイスを！
今まで暮らしてきた世界が大きく変わって毎日何かしら

普通に寝てたこと。個人差でしょうが普通に驚きました。 の刺激を受けることになるでしょう。決して良いことだ
けではありませんが、新しいこと、思いもよらなかった
友達は？他の生徒との交流で気をつけたことは？
友達は沢山できました！ ESL だったので世界中に

ことに触れ、様々なことに気付き学べるでしょう。僕は
まだ日本を発って５ヶ月ほどしか経っていませんが、こ

友達ができたと言っても過言ではないと思います。毎日
みんなでご飯食べたり UNO で遊んだりしてます。冬休み

ういった時間を過ごせていることにとても感謝していま
す。日本だけで暮らしていては気づけないことに沢山出

が１ヶ月以上あったので、学校でとても仲良くなった友
達の家があるパナマで過ごさせてもらいました。交流す
る上で気をつけたことはやはり言葉。伝わらなかった時

会います。ぜひ多くの人に一度はそういった世界に飛び
出して欲しいです。 インタビュー IYEO 札幌 青木晶子

は自分の言い方がわかりにくかったのではないのかとか、
そもそも文化の違いによりそ

返済不要の奨学金でアメリカ大学留学を支援！

のこと自体知らないのではな
いかとか、いろいろ気にしな

詳細は「アメリカ大学奨学金プログラム説明会」にて！

がら話してました。特に ESL
の生徒同士だとお互いに英語

■高校の成績があまりよくないんだけど応募できる？

力がまだまだなので相手が知
らない単語とか使ってしまう

■アメリカの大学の授業ってどんな感じ？

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？
■留学後の就職は？
お問合せは IYEO 各地デスクまで
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2013AYJ 来日から 5 か月
七瀬(WU Kuan-Ying)の近況は？

台湾の「新年」の迎え方は？
AYJ プログラムにて福岡の高校で留学生活を送ってい

中村女子高等学校に留学中！！

る七瀬(WO Kuan-Ying)に台湾の新年の迎え方(年越し)の
話を尋ねたところ、台湾でも、お節料理やお年玉といっ

中村女子高等学校で AYJ(Academic Year in Japan)生とし

た日本と共通するものがあるそうです。１つだけ違うの
は、お節料理もお年玉も新年を迎えた時にではなく、年

ての生活を送る七瀬こと WU Kuan-Ying、とても元気に
していました！ AYJ 生としての生活開始早々、写真部に

越しする時(12/31)なんだとか。先日、福岡でも雪が降

入部。文化祭では写真部として活躍したり、ステージに
立って歌(日本語で)を披露したり。ホストファミリーと

りました。積もる程の雪ではありませんでしたが、温か
い台湾出身の七瀬ですが、彼女のことですから雪や寒い

の生活も楽しそうな様子。ホストシスターと共に地域の

季節を楽しんで(？)くれていると思います。先日、ホス

バトミントンクラブへ毎週通い、ホストブラザーに漫画
を借りては日本語(読解力)の勉強を兼ねて読みふけり、

トマザーから聞いた話ですが、「こたつに入ってテレビ

ホストのご両親の結婚記念日にはホストシスターズと一
緒にアルバムを作ってプレゼントするなど、まさに“家

いるそうです(笑) 。

族の一員”です。また、小さい頃から続けているボーイ

国語や社会系科目以外はクラスでもトップ(ちなみに七瀬
のクラスは進学クラス)。理系科目は得意分野なので、今

観ながら、みかんを食べる」家族団らんを七瀬もやって

スカウトの活動にも参加し、高校生活のみならず、地域
にも密着した充
実した日々を送っ

ではクラスメイトが七瀬に教えてもらっているとのこと。

ているようです。

の先生に(日本人生徒同様に)叱られ、制服の「着こなし」
に注意を受けることも。担任の先生曰く、「ますます日
本人化してきています。(笑)」とのことでした。

宿題はしっかりこなし、たまにちょっと遅刻しては担任

高校では、「日
本人生徒と同じ
ように試験を受

久しぶりに会った彼女からは「○○だけん(だから)」な

けたい！」と自
ら申し出て試験

してしまうとは。彼女の「学び」の速さに驚きました。
頑張れ！七瀬！！風邪ひかんでね～！！！

ど九州弁の連発。日本語のみならず、九州弁まで「吸収」

を受け、成績は

IYEO 福岡 岩下小百合

世界的規模！大学公開オンライン講座「MOOC」！
2012 年に始まった「MOOC(Massive Open Online Course/大規模公開オンライン講座)」が話題です！
この世界的規模のオンライン公開講座、なんと無料！登録すれば誰でも受講することができるのです。MOOC は海
外で急速に展開されており、2014 年 1 月現在ですでに多くの登録者がいるようです。
edX(エデックス/アメリカの MOOC プラットフォームのひとつ)は、なんと世界
に冠たるハーバード大学とマサチューセッツ工科大学が設立、運営！また Cour
sera(コーセラ)には、スタンフォード大学、ミシガン大学、ペンシルバニア大
学などが参加しています。イギリス発の MOOC としては、Future Learn（MOOC
プラットフォーム）が開設され、イギリスのバーミンガム大学やレディング大
学などに加え、ニュージーランドやオーストラリアの大学も参加し、講座を公
開しています。日本国内からは 2013 年 2 月に東京大学が Coursera に参加、同
年 5 月には京都大学の edX 参加が発表されました。
インターネットによる大学の一部授業公開やオンライン講座の提供は以前から行われていましたが、MOOC は大学
の枠を超えて複数の大学が講座を提供していること、また入学試験や選考もなく誰でも受講可能なこと、そして無
料である点が大きな特徴です。海外の大学に進学しようかな？と検討中の方、海外留学に興味のある方は、ぜひ一
度 Cousera や edX のウェブサイトを訪れてみては？ダイナミックで面白い、熱気あるこんな授業に実際に参加でき
たら…、肌の色も国籍も超えて同じ空気を感じることができるなんて…など、将来の進路についても何かヒントに
なるものが見つかるかもしれません。それにしても、学びたい時にいつでも手を伸ばせば、魅力的な授業が行われ
ている大学の教室の扉を開くことができるのですから、世界的に生涯教育の場が広がっていると言えるでしょう。
■Coursera https://www.coursera.org/

■edX

https://www.edx.org/
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アメリカの大学で 1 学期を終えました！②
近況メールが続々届いています。

数えきれない発見の日々！

それだけが救いです。あとサンドイッチを作ってくれる
ところがあります。それも救いです。11 月末の Thanks

檜山美緒@Missouri Valley College

Giving は、友だちの家にお邪魔しました。食事はターキー、

Sent:2013 年 12 月 12 日(木)

マッシュポテト、パン、スタッフィング、パンプキンパ
イ・・たくさん食べました。そしてカードゲームをした
り、テレビで Football を観たりと、楽しく過ごしました。

お久しぶりです！お変わりなく
お元気にお過ごしのことと思い
ます。無事、1 学期目が終わり
ましたので、節目として色々と
報告させていただきます。

そして今私はフロリダにいます。母の友人宅にこの冬休

あれから数え切れないほどの、
驚き、発見、トラブルがありま

今とてつもなく寒いです。寒いのが大嫌いな私にとって、

した。ですが、トラブルは周り

に榎さんも来ます！すごくいい人たちで、家もすごく大
きくて、バカンス気分で毎日過ごしています。

みまるまるお世話になることになりました。Missouri は
ここは天国そのものです。感謝感謝です。今週の土曜日

の人の助けもあり、どうにかす
べて乗り越えてこれました。

しかし、ここに来る前、恐れていた飛行機のトラブルに
合い、泣きそうでした・・・２ stop で、Kansas →Memp

授業に関しては、特に困ったことはありませんでした。
これも吉川さんの教えを生かして、自分なりに工夫して

his→Tampa の予定でした。しかし出発の日、Kansas City

授業選択をしたからだと思います。もし CAP を受けてな

(Missouri)は大雪で、私の飛行機は遅れてしまいました。
でも、その遅れた飛行機に乗ろうとすると、Memphis 出

かったら・・と考えると、こんなに大学生活を楽しめて
なかったんじゃないかなと思います(笑)。混乱すること

発の飛行機に間に合いそうにありませんでした。迎えの
関係もあり、何とかそれは避けたかったので、交渉しま

は何度かありました。例えば、いつも通り授業に向かっ
ていると、クラスメイトが教室から出てきて、「今日授

した。すると２つの飛行機会社が同じだったので、意外
と簡単に飛行機を Minneapolis 経由にかえてもらえました。

業ないんだって」と急に言われたり、机に座って 5 分、
10 分、15 分と待っていても、教授は入ってこず、時間

世界何でもランキング

が経つにつれ、生徒がどんどん減っていく・・こんな様
子をみて、なんとも言えない気持ちになりました(笑)。

World University Rankings2013-14
トップ 50 にアメリカの大学が 30 校も！！

MVC(Missouri Valley College)はスポーツ校で、サッカー人
口(男女共に)が多い学校です。だからかどうかは私の勝
手な解釈ですが、ブラジル人と、スペイン人がすごく多
いです。私の友だちにもたくさんいます。その影響もあっ

1 California Institute of Technology (Caltech)
2 University of Oxford

て、私はスペイン語に興味をもちました。なので、次の
セメスターでは Spanish を取ります。Cafeteria はまずく

2 Harvard University
4 Stanford University

はないです。おいしい日もあります。サラダバーなので

USA
UK
USA
USA

5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA
6 Princeton University
USA
7 University of Cambridge
UK
8 University of California, Berkeley
9 University of Chicago

USA
USA

10 Imperial College London

UK
Times Higher Education

トップ 50 入りしている大学数では、アメリカがダン
トツの 1 位で 30 校、以下、イギリス 7 校、カナダ 3
校、スイス・オーストラリア・中国が各 2 校。日本
は 1 校で東京大学。前回の 27 位から少し順位を上げ
て 23 位となっています。
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に遅れ、せっかく代えてもらったのに、また Tampa 行き

たかは分かっていて、防げたミスだったと反省している
ので、次のセメスターは気を引き締めていこうと考えて

の飛行機に間に合うか間に合わないかの時間になりまし

います。このセメスターでは、Major として取ったはずの

た。Minneapolis に着いて、空港を走っていると電気自動

Sociology より、レクチャータイプではないからという理

車(空港の中を走っている)のお兄さんに声をかけられ、

由で取った Art のクラスの方が楽しく、充実しました。

私の搭乗口まで乗せていってくれました。それで、離陸

次学期はとりあえず Sociology を離れて、必須の General

飛行機に乗り、安心したのも束の間、その飛行機がさら

４分前でなんとか間に合いました。あの自動車に乗って Education から興味のあるクラスを取ることにしました。
いるときの気持ちは、思い出したくもありません・・(笑)。 将来に向けて何かしたいのですが、実際は具体的に何も
できていない自分に憤りを感じますが、自分と向き合っ
て模索していきたいです。

今となってはいい思い出にすぎませんが、当時の自分は
本当に泣きそうな思いで必死でした。

NY でホームステイ体験！

最後に大事なことをお伝えします。今セメの Grade がで
ました。3.75 でした。自分なりにいい出来だと思ってい

内田貴広@Lindenwood University
Sent : 2013 年 12 月 18 日(水)

たので、Grade を見た瞬間、オール A じゃなかったこと
にすごくショックでした。B が２つにその他５つが A で

こんにちは！

した。今セメは 16hour とりました。来セメは 18hour で

先週学部生としての１学期が終了しました。何もわから

登録しました。いい出来だと思っていて、この結果だっ

ないままスタートした学期でしたが、あっという間に終

お元気ですか？

たので、私は来セメが勝負だと思っています。想像以上 わりました！もちろん毎日英語面で苦戦する毎日でした
に大変になりそうです。負けずに、時には息抜きをして、 が、なんとか乗り越えました。まだ楽なクラスばかりな
ので乗り越えれました！次のセメスターは大変になりそ
うな予感で既に緊張ぎみです。

帰国予定の 5 月上旬まで頑張ろうと思います。

気づくとほぼ丸坊主に！
勝俣泰斗@Missouri Valley College
Sent : 2013 年 12 月 13 日(金)
こんにちは、お久しぶりです。宮崎の田舎から、８月に
アメリカはミズーリの Missouri Valley College に留学した
勝俣泰斗です。CAP トレーニング、そして入学の際は本
当にお世話になりました。先日ようやく最初の１セメス
ターが修了し、Final の結果も分かったので近況報告も含
めてメイルさせていただきます。
Final も終わり、ほんの少し髪をさっぱりさせたいと近く
の床屋に行ったのですが、細かいニュアンスが伝わらず、
いきなりバリカンを入れられ、気づくとほぼ丸坊主にな
りました。純粋に英語力をあげようと思いました。
ところで報告ですが、留学してからは学ぶことの多い４ヶ

今はニューヨークでホームステイしています！
冬休みの間ここにいる予定です！ Missouri とは全く違っ

月でした。初めは文化や感覚の違いに戸惑いましたが、
今はそれも楽しめるようになりました。普段は大学構内

て、なんでもここにはあり天国のようです。ニューヨー
クは物価が高くて homestay 代もはじめ高かったのですが、

で過ごすのに対し、この冬休みはホストファミリーの方
にお世話になり少し足を伸ばす機会もあるので、アメリ
カを楽しみたいと

homestay 先が internet 英会話ビジネスを始めるというこ
とで、それを僕がソーシャルメディアを使って広げる手
伝いをするという条件で半額にしてもらいました！ルー

思っているところ
です。成績は Fres

ムメイトもアメリカ人のお兄ちゃん的な人でとてもいい
人です！ 1 月からは online のクラスをとっているので忙

hman Seminar とい
うクラスで B を取っ

しくなりそうです。しかしここには息抜きできる場所が
たくさんあるので、充実した日々が過ごせそうです！(な

てしまい、ストレー
ト A は達成できま

んといっても日本食が食べれるということが最高です！)
ではまたなにかありましたら報告させていただきます！

せんでした。自分
に何が足りなかっ

Happy Holidays!!
p.s. 写真は Times Square でとった写真です。一緒に写っ
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ている彼は、ニューヨーク育ちのフィリピン人です。彼

「ＣＡＰ」って何？

がニューヨークを案内してくれました。この自由の女神

アメリカ大学奨学金プログラム参加者の体験談にしばしば登場

のコスチュームした人と写真を撮るのにお金がかかると

する「CAP」。CAP(College Application Program)とは、アメリカ

知らず、撮った後に「５ドルくれ！」と。最初逃げよう

大学奨学金プログラム参加者のための実践トレーニング。英文

と思ったのですが無理でした。これも良い思い出です。

エッセイの書き方をはじめとした出願書類の作成方法、出発準
備のサポート、そして留学生に有利な単位登録方法や授業・テ

刺激的な毎日です！

スト対策など学習面のオリエンテーション、あるいは出発後の

信本紋佳@Lindenwood University

転校相談など総合的にサポート。CAP 受講者は 95%を超える高

Sent : 2013 年 12 月 13 日(金)

い卒業率となっています。詳細は IYEO 各地相談デスクまで。

お元気ですか？
セントチャールズは今朝、雪が 10 センチも積もりまし

世界の「食堂車の」 「ブリヌイ」を
食べると
車窓から
春はもうすぐ！？

た！ Lindenwood University は、今日から冬休みです。私
は留学生のボランティアをしている家族に１か月お世話
になることになりました。
先セメスターですが、刺激的な毎

ソチ・オリンピックで盛り上

日でした。各国の留学生と触れ合

がりを見せているロシア連邦。
ユーラシア大陸の北部に位置し、国土は世界最大です。

えてとても新鮮です。特に私は、
それぞれの国の味が出るプレゼン

そのロシアで 2 月末～ 3 月中旬(具体的な時期は毎年ずれ
る移動祝日)に催される伝統的なお祭り「マースレニッツァ

テーションの授業が好きです。日
本にもとても興味を持ってもらい
ました。エッセイ一つにしても、

(謝肉祭)」をご存じですか？

英語の勉強だけでなく、よく考えさせられる課題が多い
です。すごく勉強になりました。

マースレニッツァは、日本
語に直訳すると「バター祭
り」！何とも美味しそうな

私の寮はキャンパスから少し離れているので、図書館の
近くに移ろうとも考えたのですが、ルームメイト（アメ

名前です。ロシア正教以前

リカ人、タイ人、イタリア人の４人部屋です）にも恵ま
れ、今の生活に満足なので来セメスターも同じところで

から伝わっているお祭りで
「冬を送りだし春を迎える」行事、これに欠かせないの
が「ブリヌイ」というロシア版クレープです。丸い形は、

過ごそうと思っています。
来学期のレギュラーの授業も頑張ります！

太陽を象徴していると言われています。また、ブリヌイ
につけられるバターからバター祭りと呼ばれたという説

世界の国旗Ｑ＆Ａ(19)
ロシア

もあるようです。マースレニッツァの終わりは四旬節(カ
トリック教会など西方教会において、復活祭の 46 日前
から復活祭の前日までの期間)の始まりで、復活祭までは
肉、魚、乳製品、卵の消費が禁じられるため、マースレ
ニッツァ中は乳製品、卵を使いきってしまうためにブリ

2014 年ソチ・オリンピックで盛り上がる！
1991 年にソビエト連邦が崩壊し 1992 年ロシア連邦が成

ヌイが焼かれたという現実的な意味もあるようです。食
べきれなかったブリヌイは、マースレニッツァ最終日に

立、その翌年にロシア帝国時代の「白・青・赤」三色の
国旗が復活しました。この国旗の三色は、汎スラヴ色と

冬を象徴する藁でできた人形(マースレニッツァ姫)とと
もに火にくべられ、その灰は豊作を願って畑にまかれま

呼ばれ多くのスラヴ系諸国（クロアチア、セルビア、チェ
コなど、中欧・東欧に住むインド・ヨーロッパ語族スラ
ブ語派に属する集団の言語的分類）で用いられています。

す。冬、さようなら！という感じでしょうか。冬を送り
だすというよりも、追い出すといったほうが合っている

Q.ロシア国旗の白は「高貴と率直」赤は「愛と勇気」を
表していますが、青は「○○と純潔性」表しています。

かも？
ブリヌイはクレープによく似ていますが、生地は粉(小麦
粉など)、卵、牛乳、砂糖の他にヨーグルトを混ぜ込で作

○○に入る言葉は次のうちどれでしょう？
①信頼
②名誉
③道徳

ることも多く、イーストで発酵させるという特徴があり
ます。薄く焼いた生地にサーモンやチーズ、イクラを包

A.正解は②「名誉」

んで食べたり、甘いジャムやはちみつも良く合います。
ロシアにはファーストフードのブリヌイ専門店もあり旅

この赤・青・白からなる配色は「自由と革命の理想」も
象徴しており、スラヴ系以外の国でも採用されています。

行者も気軽に味わうことができます。
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特集 アメリカの大学で 1 学期を終えて ③
夢に見た日々! 毎日楽しい大学生活！

川上和眞@Upper Iowa university
2013 年８月、両親に見送られながら成田空港から

じられないくらい楽しいもの

日本を発ち、中学校からの憧れだったアメリカ生活
が始まりました。実は家を出る前に母とケンカになり、

にかわりました。 友達を作

想像していた別れとはほど遠い険悪なムードでの別れと
なりましたが(笑)、搭乗口に向かう直前で涙を流してい

積極的に話にいくことですぐ

る母をみて「頑張らないとな」と自分に喝を入れここア

スポーツをしたりパーティー

イオワ州の Upper Iowa University に乗り込みました。

をする時間は最高です！ ESL

ることも難しいことではなく、
に友達になれました。彼らと

にいながらも、アメリカの大
空港を出た瞬間にみた綺麗に透き通った空、日本と違う
乾いた空気、そのときの興奮した感情は今でも忘れませ

学と日本の大学の違いもみえました。CAP をやって日本

ん。しかし、寮に着いた瞬間いきなり問題にぶつかるの

が、こっちにきて、「あ、これ岩下さんが言ってた！」

でした。寝ようと思ったらマットレス以外の掛け布団、

と思うことが多々ありました。CAP のおかげで、日本と

シーツ、枕、何もない！夏だったものの肌寒い夜だった
のでパーカーをかけて寝ました。翌朝、カフェテリアが

異なる環境に動揺することなくスムーズにとけ込むこと
ができました。

とアメリカの大学の細かな違いをたくさん教わりました

閉まっていたので、 同じ日にきたフランス人と朝食探し
の旅に出ました。寮のキッチンにあったシリアルとミル
クで食べましたが、あのシリアルが腐ってたか大丈夫だっ

そして遂に大学本課程の学生なった今、ESL とは違う新
たな難しい壁に直面しています。ESL のように先生から

たのかは、未だに謎のままです。とにかく昨晩と朝食の
件を伝えて布団セットをゲット。何でも自分から行動し

生徒を気にかけてくることは明らかに少なく自立が求め
られます。しかし！これがまさに自分の求めていたもの

ないとこの国じゃやっていけないなと感じた今となって
はいい思い出です。

で、毎日必死に生きることに生き甲斐を感じすごく充実
しています。これから自分がどこに向かっていくのか自
分でも楽しみです！少しでもいい方向に向かっていける

TOEFL のスコアが大学のクラ

よう一日一日を全力でやっていきたいとおもいます。こっ

スを受ける基準値に達してい
なかった僕は半年間の ESL か

ちにきてみんなと支え合う毎日の中で、自分がどれだけ
周りの人に助けられてきたか実感しました。両親、千葉

らのスタートとなりました。
最初何をいっているのか全くわからずすごく不安になり
ましたが、先生と他国からきたクラスメート皆が優しく

デスクや福岡デスクの皆さん、ここに来る環境をつくっ
てくれて本当に感謝でいっぱいです。夏の一時帰国時に
もっとおもしろい話ができるよう、毎日楽しんで全力で

て、ともかくおもしろい。気づけば不安も消え毎日が信

生活していきます。それではみなさん See you again!!!

留学希望者への支援はさまざま！ 上手に活用しよう！
日本国内では、海外への留学希望者を支援するため様々な取組みや支援事業が行われています。スポンサーは国、
法人、企業、地域等、それぞれの支援趣旨や目的をもったものとなっています。近年、助成金・奨学金などの経済
的支援という形で留学希望者をバックアップする取組みも増えてきており、地域が住民に対する支援事業のひとつ
として始められるケースもあるようです。このような情報は、外務省が HP でも発表していますし、地域の教育委員
会や国際課といった部署に尋ねてみるのも良いでしょう。
応募には、年齢や住んでいる地域といった事のみならず、どの教育機関で何を学ぶ予定でいるのか？といった詳細
まで問われる事が多いようです。例えば「(奨学金の申込は渡航前であっても)ESL(大学付属英語教育機関)在籍中は
支給なし。ESL 修了後、本科生となってから奨学金支給開始」という規定等があるので、条件や要項の隅々を確認
し、理解した上での応募が賢明です。また、各地域の国際交流センターや国際課等が企画運営している留学セミナー
やフェア、説明会等、海外留学する上で有益な情報を得ることができる催事も行われています。海外へ留学してみ
たいと思っているのであれば、早くからセミナーやフェアに参加し「お勉強」しておく事も良いでしょう。海外留
学への希望を持ったら、まずは「今 何ができるか？！」から。海外留学の実現をサポートしてくれるチャンスはた
くさんあります。ただ、自身で探そうとしないと見つからない“かも”しれません？！
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◆IYEO 福岡デスク「くまもと国際交流祭典」に出展！

活動報告＆お知らせ
◆IYEO 春の「全国縦断説明会」開催！！
今年も、2 月から 4 月初旬にかけ、全国各地にて、「ア
メリカ大学奨学金プログラム」ならびに「AYA アメリカ
高校交換留学プログラム」の説明会が開催されます。
興味のある方はどうぞご参加ください！各地説明会の日

今回は記念すべき 20 回目の開催。ここ数年、祭典当日

時詳細については、IYEO のホームページにてご確認を！

は悪天候が続いていましたが、今回は快晴！お天気も 20
回目の開催を祝ってくれているようでした。

◆IYEO 千葉デスク住所移転のお知らせ

昨年度に引き続き、熊本市街から少し離れた(路面電車で
約 20 分)の健軍(けんぐん)商店街での開催でしたが、前

1 月 27 日より移転、電話・FAX 番号は変更ありません。
新住所：260-0021 千葉市中央区新宿 2-14-3
中村学園 N-タワー 2F

年度よりも来場者が多かった気がします。これもくまモ

◆IYEO 理事会・総会開催

スを日々見ている熊本県民の目が世界に向き始めている
のかもしれません。そこで私たちも負けじと、熊本から、

ン効果なのかもしれません(祭典でくまモンステージがあ
りました)。世界に羽ばたいている(？)くまモンのニュー

12 月 13 日・14 日の 2 日間、全国各地デスクが集い、広
島本部にて IYEO 理事会・総会が開催され、有意義な 2 日
間を過ごしました。なお、AYJ 日本高校留学プログラム

九州から世界へ羽ばたいている生徒たちの奮闘ぶりや 3

において多大なる貢献・活躍をしたとして、IYEO 福岡デ
スクの岩下小百合氏が MVP 賞を受賞しました！

プログラム)参加者として日本で頑張っている留学生達の
様子をパネル展示で紹介。沢山の方々がパネルの前に立

年前からスタートした AYJ プログラム(海外留学生受入

ち止まってくださり、展示写真を見ながら私たちの活動
についてお話する機会を持つことができました。
毎年、News Avenue だけではなくパンフレットをパネル
前に設置し、希望者にお渡ししています。持参した資料
を余らせてしまうのが例年でしたが、今回は違いました！
用意した資料や News Avenue が全て祭典の終わる前に無
くなってしまったのです！！ということもあり熊本県民
の目が世界へ向き始めたのではと感じずにはいられない
祭典でした。
IYEO 福岡 岩下小百合

編集後記
2 月 3 日は節分。節分は「季節を分ける」という意味。本来は立春、立夏、立秋、立冬の
前日をさします。しかし旧暦では立春が年の始まりにあたることから、いつの頃からか節
分といえば、立春の前日をさすようになったとのこと。立春を新年と考えれば、その前日
にあたる節分は大晦日。そういうことから、新年(立春)を幸多き年として迎えられるよう
にという意味を込めて、節分の日(大晦日)に、豆まき(鬼の目を打って魔を滅する)をして鬼(邪気)を祓
うという節分行事が行われるようになったそうです。春はもうすぐです！

May・Sai・Akiko
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