
前号では、留学出発前準マニュアルとして、

お金の持って行き方や携帯電話、スマホ、

PC などについて特集しましたが、今号で

は、現在、アメリカ大学奨学金プログラム

で留学中の皆さんにご協力いただいたアンケート回答結

果を特集しています。参考になること間違いなし！

Q. 現地へ持参して便利だったものは？
・日本の薬

・日本食

・スーツ(プレゼンテーションやインタビュー時用に）

・ドライヤー

・ヒートテックや暖かい服

・消しゴム（日本のものが高品質）

・スリッパ、サンダル

・タオルケット

・体を洗うボディータオル

・基礎化粧品(化粧水等)

(肌が弱い場合は特に自分に合っているものが必要)

・電子辞書

・CAP(College Application Program)で使用したノート

・国際運転免許証

(免許保持者は持参すると役立つことあり)

・自転車盗難防止用などの鍵、南京錠(盗難防止用に！)

Q. 後から持参しておけば良かった！と思った
ものは？
・ドレスアップ用の服（友人の誕生会などで）

・歯ブラシ(アメリカのものは大きすぎて磨きにくい)

・日本食

・文房具

・ランドリーバッグ／洗濯物入れ

・サンダルやスリッパ

・浴衣（学校行事で何度か使用）

・シーツやタオルケット

・日本の英語対策の教材
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・特集 留学前準備マニュアル(2) アンケート

・JLO便り Outstanding Leadership Student Award 受賞

・卒業おめでとう！うれしい報告が続々

・Freshman Year 終了

アメリカ大学奨学金プログラム参加者近況

・Z 世代(15-18 歳)が仕事(就職)に求めるものは？

・初めての学期終了！トイレに駆け込んで泣いた夜も・・

・イギリス学生ビザ「TOEFL・TOEIC」外れる

・AYA アメリカ高校交換留学 OB報告

・世界何でもランキング Z 世代の就職先志向

・動物看護士をめざしてニュージーランドで奮闘中！

・活動報告＆お知らせ 福岡は私の第 2 の故郷
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特集 留学出発前準備マニュアル！(2)
現地にこれ持って行けばよかったかも・・・！？

アメリカ大学奨学金プログラム参加者アンケート！

JAOS 一般社団法人海外留学協議会 会員



Q. 持って行って不要だったもの、持っていか
なくても良 かった！と思ったものは？
・化粧品

・シャンプーなどの生活用品、日用品(現地で購入可能)

・ドライヤー

・トラベラーズチェック

・スーツ

・変圧器

「持って行って便利だったもの」「不要だったもの」

両方に入っているものは、渡航先や大学によって感じ

方が違うためでしょう。特に寝具について、大学から

の情報に載っていない場合は、持参するべきかどうか

大学に確認しておくと安心です。トラベラーズチェッ

クは、すでに日本で販売終了しています。

Q. 渡航時、空港でのチェックインや入国審査
はスムーズ でしたか？
・スムーズでした＆比較的スムーズでした！ 75%

・大変でした… 25%

･システム不具合で入国審査の窓口が全て使えなくな

り、調整のため 2 時間近く待たされました。でも、

乗り継ぎ時間が十分あったので焦らずにすみました。

･アメリカで乗り継ぎする空港が広くてどこに行けば

良いか分からず迷ってしまい、飛行機を逃しかけた

のでスムーズとは言い難いです。良い思い出です(笑)。

･成田空港で同じ大学に行く同期生 2 人と待ち合わせ

していましたが、お互い顔がわからず集まるのが大

変でした。この後 3 人で行動しましたが、入国審査

で 1 名がひっかかったり、預けていたバッグが破け

たり。そのため時間が

おしてしまい次の飛行

機に乗れないところで

したが、受付の人が機

長さんにお願いしてく

れたおかげで無事目的

地に着けました。

Q. 到着空港から大学まで問題なくたどり着け
ましたか？
・問題なくたどり着けました！ 100%

大学が用意してくれたシャトルバスやタクシーを利

用、あるいは現地にお知り合いがいてサポートしてく

れたこともあり大丈夫だったという回答もありました。

Q. 大学初日の手続き(登録・入寮等) はスムー
ズでしたか？
・スムーズでした＆比較的スムーズでした 100%

･わけのわからないことばかりでいっぱいいっぱい

でしたが、何とか乗り越えました。

･全て英語の環境に慣れていなかったのでビクビクし

ながら手続きしたのを覚えています。

･キャンパスに新入生の手伝いをしてくれ人がたくさ

んいて色々と手伝ってくれました。

･比較的スムーズでした。伝えられていた自分の部屋

番号に他の生徒が住んでいましたが、オフィスに伝

えたら簡単に変更してくれました。

･WiFi を使用する

ための ID 発行

が自分の分だ

け遅れて約 1

週間使えませ

んでしたが、

手続きはスムー

ズでした。

Q. 週末にショッピングモールや映画館に行く
時の交通手段を教えてください。
・自分の車、あるいは友達の車

・タクシー(友人数人で乗り合わせて)

・バス

・徒歩(歩いて行ける距離にある場合)

・大学提供のショッピングモール等向けシャトルバス

(決まった曜日に運行）

・大学においてあるレンタカー

Q. 学内でどの程度日用品が手に入りますか？
あまり豊富ではない大学が多く、学外で入手している

ようです。

・大学の名前、ロゴや大学のスポーツチームの名前入

り T シャツやパーカー等衣類

・大学の名前入りコップ

・文房具

・スナック菓子、飲料水

・だいたいの日用品は手に入る

・何一つ手に入らない

･歩いてすぐのところにスーパーがあるので、そこで

ある程度手に入ります。

･すぐ近くのスーパーでは食品のほかにドライヤーや

炊飯器なども購入できます。

･学内では文房具くらいしか手に入らないので少々不

便。モールに行けば必要な物を揃えることが可能。

Vol. 33 IYEO News Avenue Summer, 2014

�2�

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

詳細は「アメリカ大学奨学金プログラム説明会」にて！

■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？

お問合せは IYEO 各地デスクまで



Q. 学食は美味しいですか？メニューは豊富？
・メニューにより美味しい時とそうでない時がありま

す。2 週間ローテーションでメニューが変わります。

・美味しい日と美味しくない日があります。カフェテ

リアが２つあるので、選択肢は多い方だと思います。

・日によりますが、基本はあまり美味しくないです。

メニューは中華やメキシカン、ファストフードなど

があり、カフェラテやカプチーノなどのドリンクも

飲むことができます。

・同じメニューのローテーションで飽きます。味も日

本人好みではないように思います。

・美味しいですが、メニューは豊富ではないです。

・控えめに言って、少々美味しくないです。メニュー

も少なく、日本食は食べられません。

・美味しいと思います。メニューも多いですが、1 年

したら少し飽きます。

・美味しくはないですが、メニューはまあまあある方

だと思います。

・実際に食べている時は何とも思いませんでしたが、

日本に一時帰国して「あまり美味しくないものを食

べていたんだな」

と思いました。メ

ニューはたくさん

ありますが、毎日

あまり変わらない

ものが出ます。

・最初は物珍しさも

あって学食に対し

て嬉しい気持ちもあったのですが、1 年したらもう

飽きました。

・期待しない方が いいです。メニュも豊富ではなく自

分は苦ではないですが人によって評価が分かれると

思います。

Q. 学食の人気メニューや好きなメニューは？
・タコスなどのメキシカン料理。

・いちごやパイナップルなどのフレッシュフルーツ

・チャーハンやヌードル、春巻きなどの中華料理

・自分で具を選べる卵焼き(オムレツ)

・モンゴリアングリルと呼ばれる鉄板料理的なもの

・ハンバーガー(特にターキーバーガー)

・ソフトクリーム(自分で巻ける機械がある)

・ブリトー

・サンドイッチ

・ライス

・パスタやピザ

IYEO 札幌 青木晶子
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Outstanding Leadership Student Award 受賞しました！

IYEO Junior Laiason Officer 達川貴絵＠ Black Hills State University

IYEO 広島デスクの皆さん、お久しぶりです。お元気ですか？

そちらのほうはもう毎日夏日よりですか？こちらは毎日天気が激しくかわり、先週は雪

がふっていましたが、今日はとても天気がよく暖かいです。

近況報告ですが、けっこうきつかった今セメのファイナルも昨日でおわり、２年目も終

わろうとしています。今セメはほんとに勉強に集中したので、ほとんどのクラスで Aが

とれたと思います。Grade をパソコンの前に今は待つのみです。。。去年の帰省時に相談

した転校の話ですが、いろいろとまだここでやりたいことがあり、引き続きここでがん

ばる予定です。詳細は帰国時にお話しさせていただきます！

先日、1 年に 1 回ある Leadership Award Dinner で、「Outstanding Leadership student 」の

International Student として賞をいただきました、Culture diversity festival を前セメ計画し

たのですが、そのイベントも Outstanding event 第 2 位で賞をもらえました。写真貼付させてもらいますね！

すべていいこと続きはいかず、今セメも学ぶことが多くたくさん失敗しました、アメリカで気を抜くことの恐ろし

さ、初心にもどっての吉川さんの教えがみにしみた一年でした。すべてのことに対して、しっかり自分で確認しあ

きらめずねばることの大切さを学びました。夏休みは引き続きフルタイムで International Office で働きますが、５

月の終わり頃から７月の初めにかけて、日本に帰るので、そのとき IYEO 広島デスクにも里帰りさせてください！

2013 年大学学食ランキング TOP5

1. Bowdoin College

2. Washington Univ. in St. Louis

3. Virginia Tech, Blacksburg

4 .Emory University

5. University of California, Los Angeles

The Daily Meal 調査

JLO 便り



池実乃里＠ Univ. of Wisconsin, Au Clare

お久しぶりです。IYEO

広島デスクを恋しく思

い始めてしばらく経ち

ますが、お元気でしょうか。

2009 年の 8 月に日本を出発して

5 年が経とうとしておりますが、

この度、やっと卒業の報告ができ

るようになりました。母が最近ま

でこちらに居たり、引っ越したり

と、バタバタしており報告が遅れましたが、5 月 17 日の

朝、ついに卒業しました。経営学を専攻、心理学を副専

攻として Magna Cum Laude の Honor と共に卒業しました。

「大学生活初日を思い出してごらんなさい」と、学校長

のスピーチが始まり、まだ誰もいない寮に通され、シー

ツもないベッドの上でコートに包まって寝た初日、要領

よく適当に過ごした中高のようにはいかず、英語の教科

書に夜な夜な齧りついた日々、(そして Freshman 15)、素

敵な人たちに恵まれ、たくさん助けてもらったこと、次々

と思い出され、思わず胸が熱くなった卒業式でした。

この約 5 年間、長かったようで、あっという間でもあり、

泣いて、笑って、こけては立ち上がり、多いに学んだ日々

でした。確かに辛いこともありましたが、どれも今となっ

ては笑い話だったり、ポジティブなものとして思い出さ

れるものがほとんどです。留学してホントによかった～

～、というのが一番の感想で、そう正直に思えることが

とても嬉しいです。

「IYEO 広島デスクは留学生の灯台みたいなもの」と吉川

さんと八木さんがおっしゃっていましたが、あそこから

送り出されて、いまここ、と振り返ることができる IYEO

広島デスクと出会えて、感謝の気持ちでいっぱいです。

引っ越 しの際、CAPの資料と、吉川さんのもとで取りま

くったメモのファイルに改めて目を通して、期待とそれ

を上回る不安を胸に日本を発ったのを、まるで昨日のよ

うに思い出しました。

CAP 生は、今年度も準備中でしょうか。吉川さんがよく

おっしゃっていた、「愚直に、愚直に」という言葉を私

は今でもふと思い出すのですが、まさに愚直に、自分を

裏切らずにやれば、その分帰って来ると思うので、それ

は心に留めてがんばってね！と声をかけたいです。あと

は、ピンチのときはなるべく冷静に、そして常に明るく

いれば、「結構なんとかなる！」とも。（えへ）

今後についてですが、ケンタッキー州にある自動車産業

で 6 月から働くことになりました。初年度は OPT で、就

労ビザの申請はしてもらうことになっておりますが、毎

年応募数過多ということで、くじ運など来年どうなるか

な、という様子です。日本での就職も視野に入れており

ましたし、その選択もできたので、ずいぶん悩みました

が、悩んで悩んだ上での決断ですので、後悔はしており

ません。あと３週間しない内に勤務開始と思うと緊張し

ますが、同時にワクワクもしております。大学生活が終

わり、次のステージに移るのが、未だちょっと嘘みたい

です！

次に帰国するのはいつかわかりませんが、広島に帰る際

は、ぜひお会いできればと思います。吉川さんも、八木

さんも、それまでどうぞ変わらずお元気で。

土屋雄一郎＠Minnesota State Univ., Mankato

こんにちは。

ご無沙汰しております、雄一郎です！

IYEO 福岡デスクの皆さん、お元気ですか？今日

は報告がありメールをしました。サマークラスを残して

はいますが、先週ミネソタ州立大学を卒業しました。

正直、「あっという間に卒業だ」という気持ちでまだピ

ンっときていません。ただ、4 年半にあったことがフラッ

シュバックしてきて、少しの感動とやり遂げた充実感に

満たされているところです。皆さんには本当に留学前か
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卒業おめでとう！！ うれしい報告が続々！
アメリカ大学奨学金プログラム参加者より

Magna Cum Laude の Honor と共に卒業！！
ケンタッキーの自動車産業へ

あっという間に卒業だ！！
ミネソタバイキングスのインターンへ



ら大変お世話になりました。あの準備期間があったから

こそ、卒業まで至ることができたと思っています。本当

にありがとうございました。最後まで全力疾走だったこ

ともあり、この先の進路はまだ決まっていませんが、今

夏に行われる NFL のミネソタ・バイキングスのキャンプ

のインターンに採用されました。約 1ヶ月間のインター

ンですが、せっかく得たチャンスなので何かを得て日本

に帰ろうと思っています！

繰り返しになりますが、人生の岐路に立っていた 18 歳

の僕にアメリカの大学へ進学という機会を提案していた

だき、卒業までいろいろサポートをしていただき本当に

ありがとうございました。心の底からこの道を選択して

よかったと思っています！

内藤夏菜＠ Univ. of the Cumberlands

ご無沙汰しております。お元気ですか？

5 月 10 日に無事 University of the Cumberlands

を卒業しました。IYEO 広島デスクの皆さんに

は本当にたくさんお世話になりました。ありがとうござ

いました。

アメリカ出発直前の吉川さんとのアポイントメントの際、

緊張でお腹をこわし、時間に遅れ、吉川さんから激励を

受けたあの日が本当に懐かしいです。あれから少しは成

長できたのではないかと思います。この３年間を振り返っ

て思うことは、日本からいつも応援して支えて下さった I

YEO 広島デスクの皆さん、両親や友人へのたくさんの感

謝の気持ちです。この３年間で得ることのできた大切な

仲間や、貴重な経験にいつまでも感謝し続け、これから

も精一杯がんばっていこうと思っております。

卒業後の進路なのですが、本当に卒業ぎりぎりで自分の

やりた いことができそうな会社に出会うことができ、Sk

ype での何度かの面接を経て、内定を頂くことができま

した。世界中の方が言語の壁を超えて、コミュニケーショ

ンをとることができるコミュニティーサイトなどを作っ

ている日系のベンチャー企業でこれから企画などの仕事

をさせて頂けることになりました。ベトナムと韓国にオ

フィスを持っており、さっそく６月からベトナムで勤務

を開始します。私が大学で学んだコミュニケーションの

知識を活かせること、様々な国籍の方と一緒に働くこと

ができること、私の夢である、世界中の方に日本のおも

てなしの心を伝えるということに近い仕事ができること

がこの会社で働きたいと思った理由です。

これから社会人になり、たくさん大変なこともあると 思

いますが、これまで経験させてもらったこと、乗り越え

てきたことを自信に変えて、また、いつまでも学ぶ姿勢

を忘れずに、新たな地でも精一杯がんばって参ります。

長くなりましたが、御礼の言葉を伝えたく、メールさせ

て頂きました。本当にありがとうございました。また日

本に戻ったとき

には、ぜひ IYE

O 広島デスクの

オフィスへ伺わ

せてください。

追伸:

卒業式には母も

日本からかけつ

け、参加してく

れ、とても嬉し

かったです。
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外国人留学生ら対象の合同会社説明会 開催

東京商工会議所は、海外から日本の大学や大学院に留学

している学生らを対象にした合同会社説明会を開きまし

た。都内で開かれた説明会には、製造業やコンサルタン

トなど 30 の企業が参加し、中国やベトナムなどからの

外国人留学生およそ 300 人が訪れました。留学生たち

は企業ごとに設けられたブースで仕事の内容や給与体系

などを真剣に聞いていました。

「日本で就職したいです」（中国からの留学生）、「営

業がいいかなと思って。人と関わるのが好きなので、そ

ういう仕事が良いと思いました」(トルコからの留学生)、

「ボーダレスで活躍できる人材をぜひ採用したい」(合

同説明会に参加した企業)。

外国人留学生の採用は大手企業だけでなく中小企業にも

広がっていて、東京商工会議所では「海外展開を目指す

企業の幹部候補として採用に繋がることを期待している」

と話しています。 TBS NEWSi 6月 26日

夢は日本のおもてなしの心を世界に！
ベトナムで勤務開始！



こんにちは。お久しぶりです！

Freshman Year が終わったということで、節目

としてメールさせていただきます。

２セメスター目は、最初のセメスターに比べて少し忙し

かったです。授業は ESL の授業はなく、すべて一般教養

をとりました。そのせいか、課題、テストが少し辛かっ

たです。特に Writing(英語)のクラスが、私のリサーチミ

スですごく個性的な教授のクラスをとってしまい、課題

にてこずりました。ケネディー大統領暗殺事件について

研究している教授で、1 セメで計 4 回エッセイを出さな

ければならず、毎回形式の違った構成で、ケネディー大

統領暗殺事件についてを書かなければなりませんでした。

私は日本人ですし、そこまでちゃんと調べたことがなかっ

たトピックスでしたので、ケネディー大統領について知

るところから始めなければなりませんでした。

そのとき、この教授の授業をとった事を、心から後悔し

ましたが、やはり調べていくとすごく興味がわいてきて、

エッセイを書くのが楽しくなってきました。final essay

は、1500word 以上書かなければいけなくて、最初はど

うなることかと思いましたが、何とかやり遂げました。

他の授業は、小テストが多かったり、ボキャブラリーが

ないことでの苦労が多かったです。

春休み 10 日間は、友人 3 人で LAに行ってきました。ミ

ズーリのド田舎とは別世界で、すごくにぎやかで、人も

多く、何より驚いたのは、アジア人が多いことでした。

日本人もたくさん見ましたし、Korean Town や、China T

own があるせいか、韓国人中国人も多く見られました。

危険な思いもしませんでしたし、冬に卒業した日本人の

方と再会を果たし、Griffith 天文台に車で連れていってい

ただき、とてもお世話になりました。10 日間

ホテルで暮らすというなかなかできない体験も

しました。すごく楽しかったです。でも、10 日間で痛感

したのは、「LAには住めないな・・」ということでした。

すごく忙しい街で、半年以上すごくのんびりした環境で

生活してきたのもあってか、すごく疲れました。日本語

が多く聞こえてくるというのも嫌でした。いろんなこと

が学べた春休みでした。

この 1 年間、初めて家族や友人と離れて、アメリカとい

う日本ではない国で 1 人で生活して、本当に数えきれな

いほどの困難、不安、喜び、発見がありました。1 年前

には想像もしてなかった出会いがたくさんありました。

今 1 年を振り返って言えることは、周りの友人には本当

に支えてもらい、いろいろな刺激を受けたということと、

もっともっと先を見通して、日々生活していかなければ、

すぐに時が経ってしまうということです。この９ヵ月本

当に早かったです。あっという間に過ぎてしまいました。

今、あの時もう少しああしとけばよかったなと後悔する

ことも多々思い当たります。その反省を踏まえて、夏休

み明けの新学期からも、また新たに気を引き締めて、さ

らにパワーアップして留学生活頑張って、やり遂げてや

ろうと思っています。いや、やり遂げてみせます。

夏休みにお会いできることを心から楽しみにしています。

こんにちは。

宮崎の山奥の高校を卒業し、昨年秋から MVC

に留学している勝俣泰斗です。春セメスターは、

入寮して２日目にルームメイトが退学になることから始

まり、しばしば寮内に警察がくるような荒れた環境に振

り回されましたが、僕自身はコツコツと日々学習する事

ができました。成績は B を 1 つ取ってしまい、またもス

トレート Aが取れませんでした。転校を考えているので、

次のセメスターでは高い GPAを取る工夫をし努力します。

毎日の授業は「新鮮で楽しい！」というよりは、要点を

押さえながら復習を繰り返す地道な作業です。まだ専門

領域ではないので、今は英語のレベルアップの時期だと

割り切り、取り組んでいこうと思います。

僕にとって刺激的だったのは授業より宿題の方で、今期

は各教授から膨大な量のエッセイや論文を書かされまし
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Freshman Year 終了！ アメリカ大学奨学金プログラム参加者近況

この1 年で
数えきれないほどの発見が！

檜山美緒＠Missouri Valley College

授業より宿題がとても刺激的！？

勝俣泰斗@Missouri Valley College



た。書く作業は

つらいこともか

なりありますが、

自分の考えを整

理したり表現し

たりできること

に楽しさを見い

だし始めました。

授業では自分の

意見を英語で瞬時に口にするのが苦手な分、文章で教授

に伝えたい、読んでもらいたい、という思いが強かった

ので、論理的かつ人と違った論文を書くように心がけま

した。まだネイティブのような文章にはほど遠いですが、

この１年で書く力は上がってきている実感があります。

次のセメスターからも、全科目を通して貪欲に英語の文

章を学んでいきたいです。

将来は映画でメッセージを伝える仕事がしたいと思って

いましたが、その目標がこの１年でぶれてきています(僕

はこれを軌道修正しながら進んでいると捉えていますが)。

今は映画という媒体にこだわらずに、写真と文章を使っ

たフォトジャーナリズムという分野に興味があります。

まだどちらも専門的に教わった事がないので、General E

ducation を終えたら Major を変えて Photography と Journ

alism の両方を学ぶつもりです。今すぐにできることもい

くらでもあると思っているので、できる限りのことはト

ライしていこうと思います。夏休みはアルバイトするた

めには広島で過ごすことにしました。オフィスにも顔を

出したいと思っています。とりとめのない文章になりま

したが(練習します)、近況報告とさせていただきます。

こんにちは！ お久しぶりです。お元気ですか？

2nd semester を終了しました。去年の冬はあ

と３点で ESL を卒業することができず悔しい

思いをしましたが、今年は TOEFL に合格し無事 ESL を終

了、Undergraduate に進むことが決まりました。

去年と今年の自分を比べると、今年の方がたくさん成長

したと自分では思っています。去年より、英語力、友達

を作る力、自立心が成長したと思います。理由は、今年
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Z 世代(15-18歳) が仕事(就職)に求めるものは？

世界最大の人財サービス企業のアデコグループはアジア９ヶ国(中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシ

ア、タイ、ベトナム、日本)の Z世代、各国 100 人を対象にインターネットで仕事に関する意識調査を実施。同じア

ジアの国同士であっても、仕事に関する意識や価値観は大きく違うようです。

◆将来、海外で働きたい？

日本の Z世代は、「とてもそう思う」「そう思う」の回答を合わせて 12%に対し、新興国 Z世代では、ベト

ナム 69% 、タイ 68%、マレーシア 67%が海外で働きたいと回答。新興国では海外で働くことについて関心が

強いのに対し、日本は調査対象国中最も関心が弱いという結果。

◆給与があまり良くなくても、良い経験を積める会社で働きたい？

「そう思う(給与レベルが良くなくとも、良い経験が積めるのであれば働きたい)」と回答した日本の Z世代は

40%でしたが、「そう思わない」と回答した日本の Z世代は 27%と最多。ちなみに、給与レベルがあまり良く

なくても良い経験を積める会社で働きたいと強い希望を示したのはベトナムの Z世代で 85%。

◆より良い条件の仕事があればいつでも転職したい？

「したい」と回答した日本の Z世代は 43 ％(調査国中で最多)。対して、「そう思わない」と最も多く回答し

たのはタイの Z世代で 41%。日本の Z世代は他国と比べ、条件で仕事を選択する傾向があり転職に前向き。

◆就職先で重視することは？

「 短期間でスキルが身に付けられる」が中国、タイ、マレーシア、「良い上司がいる」が日本、香港、「会社

が業界リーダーであること」は台湾、ベトナム、また「企業文化が良い」が韓国、「ワークライフバランス

(残業が少ない)」がシンガポール。

◆親世代よりも将来、良い生活を送れると思う？

タイの Z世代では 71%が「そう思う」と回答。次いでベトナム 69%、台湾、香港、日本以外の全ての調査対

象国 Z世代で「そう思う」が 50%を超えています。対し日本の Z世代では 30%、台湾 33 ％。調査国の多くが

将来へ希望を持っている中、日本や台湾の Z世代はそうでもないようです。

日本の Z世代は海外勤務にあまり関心がなく、会社を選ぶポイントは良い上司であり、良い条件を求めて転職に前向

き。それに比べ、その他の国々では海外勤務の志向が強く、短期間でスキルアップできるかどうかが会社選びのポイ

ントとなるなど、仕事に対しての価値観に大きな違いがあるように思います。 IYEO 福岡 岩下小百合

ESL を無事終了、
秋からUndregraduate に進みます！

榎真菜華＠Lindenwood University



の ESL のクラスに日本人が一人もいなかったことだと思

います。自分で何かアクションを起こさなければならな

い、という気持ちが去年より強かったのだと思います。

恥ずかしながら、去年は人に頼りすぎていたのかもしれ

ません。。。(他の日本人にも外国人にも)、でもそれに

気づくことができてよかったと思います。

私はほかの人達より遅れをとってしまったので、やっと

スタート地点に立てたようなものです。最初は本当に自

分でもいやだと思うことばかりでしたが、ESL を 2 セメ

スター経験したことで色々なことに気付くことができま

した。IYEO 広島デスクの皆さんが、アメリカに行くまで

に様々なことを教えてくださったので、つらい時に思い

出してなんとか乗り越えることができました。本当に感

謝しています。これからも頑張ります！

こんにちは！

春学期をなんとか乗り越えました。今学期はと

ても充実した毎日を過ごせたとおもいます！

学期はじめは初学期のように英語のクラスがな

くメジャーも何個があったのでついていけるか不安でし

たが、なんとかオール Aで終わる事ができました。

今学期、ざっくり 2 つの大きな変化がありました。

まず一つ目は車を購入した事です。いつかは欲しいと思っ

ていましたが、こんなに早くなるとは思ってませんでし

た。友達から購入したので安く、きちんと走る車を買え

たのでよかったです。ここでは車がある世界とない世界

とでは別世界です。田舎！田舎！と言われてますが、車

で行ける距離には日本料理店、ベトナム料理店、インド

料理などレストランもあり、たまにいくのがとても楽し

いです。まだ行けませんがカジノもあります！(息抜きは

近くのゴルフ場で打ちっぱなしをすることです)

大変な事も一つあります。それはお金の管理です。車が

あるとどうしてもお金がかかってしまうので節約すると

ころは節約したり、こまめに計算などしてます。

二つ目はアスレティックトレーニングのインタビューが

あったことです。インタビューと聞いて、IYEO 広島デス

クでの最初のインタビューを思い出しましたが、すごく

簡単なインタビューだったので終わってほっとしました。

(吉川さんとのインタビューのおかげで楽に感じたのかも

しれません。)

この夏は、Biology と Chemistry を取っています。この 2

つを落としたら来学期からアスレティックトレーニング

のプログラムに入れないので死ぬ気で頑張ります。クラ

スが終わると２週間くらい休みがあるのでカリフォルニ

アの友達の家に行こうと思います！それを楽しみに夏学

期なんとか乗り越えます！来学期からはとても大変にな

りそうです。たくさんの人がドロップしていくみたいで

すが、その一人にならないよう目標を見失わず頑張りま

す。それでは以上で学期末報告とさせていただきます。

お元気ですか？

Spring semester が終わり、先週から、Summer

course を受けています。新しいスケジュールに

バタバタしており、報告が遅くなりました。

先セメスターは EPP を３つと Freshman Experiment の授

業を取りました。ワーク＆ラーンは寮のデスクシッター

をやらせてもらっていたので、そこまで忙しくもなく、

のびのびと過ごせたセメスターでした。ちなみにデスク

シッターは、寮の受付に座っているだけでいいんです。

あとは寮のお掃除もしています。その間に勉強もできる

しとてもいいお仕事をもらいました。

現在 Summer session1 では、念願の心理学を勉強してい

ます。とても興味深い内容です。普通のセメスターと違っ

て、５か月かかる授業を４週間ほどで終わらせてしまう

ので、教科書は一日 40 ページほど進み、今そのギャッ

プについていくのがやっとです。それに加えて週 28 時

間カフェテリアで働いています。３か月間この生活を続

けるのには少し不安もありますが、夏休みで３教科も勉

強できるというのは私にとってすごく魅力的です。これ

がこなせたら次のセ

メスターも大丈夫だ

ろうと自分を試す為

にもこのコースをと

ることを決めました。

教授もアドバイザー

もとても親切なので

８月までなんとか頑

張れそうです！
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いよいよ念願の
アスレティックトレーニングコースへ！

内田貴弘＠Lindenwood University

ただいま
Summer Sesshon 受講中です！

信本紋佳＠Lindenwood University



村上愛＠Lindenwood University

こんにちは！お久しぶりです。

今まで先輩の近況報告を聞く側だった自

分が、こうして報告する側にいるのが照

れくさいような気もします。

初学期は風のごとく過ぎていってしまいました。最初の

一か月程は不安や寂しさから毎晩泣いていたのを思い出

します。トイレに駆け込んで泣いた夜もありました。ま

さか自分がこうなるなんて出発前に誰が思ったことでしょ

うか。気持ちを整理するためにそれから毎日日記を今日

まで欠かさず書いています。時間が経ってから読み返す

と面白いのでしょうね。こちらの生活にも慣れ始めたこ

ろには、世界各国の友達がたくさんできて、楽しく、充

実した日々を今日まで過ごしております。週末にはジム

でサッカーをし、映画を見て、外食に行ったりしました。

大半は勉強に追われて休みなんてなかったのが現実です

が。work & learn で はカフェテリアで働くかと思いきや、

grounds（野外整備）を選びました。大きなショベルを手

に豪雪のなか雪かきをしたり、春には芝刈りをしたり、

良い体験をさせていただいたとしか言いようがありませ

んが、、、他の日本人皆が grounds の仕事をギブアップ

していく中、ノルマの時間数をコンプリートできたこと

は少し誇りに思います。

初学期は専攻科目（小学校教育）も含め、６科目１７単

位とりました。オーラルコミュニケーションのクラスで

B を取った以外は、Aをいただきました。加えて、Missou

ri General Education Assessment(MoGEA)という教員になる

ための第一関門のテストを５科目中４科目通過しました。

７月の終わりまでに最後の一つをクリアすることが課題

になっております。来学期は実際に地元の小、中、高校

の授業を observe することになっています。素直に楽し

みです。今夏は３科目９単位を、来学期は６科目１７単

位とる予定です。

冬には成人式

が待っており

ますので、帰

国しようと思

います。日本

食がたまらな

く恋しいです

しね。その時

は顔をださせ

ていただきま

す！
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イギリス学生ビザ申請「TOEFL, TOEIC」英語力証明認定テストから外れる！

長期間イギリスに留学する時には学生ビザの申請が必要ですが、英語研修の場合は

長期英語研修用ビザ(ESVV/6ヵ月-11ヵ月まで)、大学や専門学校のコースで就学す

る場合は正規学生ビザ(Tier 4/一部語学学校でも申請可)と大きく２つに分かれてい

ます。ESVV は、英語を学びたい方用なのでビザ申請の時に英語力証明を提出する

必要はありませんが、Teir 4 申請には Secure English Language Test（SELT）と呼ば

れる信頼できる英語能力試験の結果を提示する必要があります。

今まで SELT リストには、ETS主催の日本でもよく知られた TOEIC ならびに北米進学で主流である TOEFL も掲載さ

れ認められていましたが、2014 年 4 月、この２つのテストがリストから外れることが決定、現在は移行期間とし

て、一定時期までは TOEIC、TOEFL 提示を受け入れるものの今後は一切認められなくなりました。背景には、今年

2 月に BBC のドキュメンタリー番組の捜査で発覚した学生ビザ申請や延長に必要な英語能力試験の不正事件がある

ようです。ロンドンのとある TOEIC 試験会場で代理人による受験や試験管によって解答が読み上げられるという不

正行為があり、大きく取り上げられました。ETSによる捜査でもこの不正が事実であることが分かり、英国内務省

と結んでいた取り決めを 4 月 5 日で終了することにしたようです。入国管理規則の変更は 2014 年 7 月 1 日より実

施、7 月-10 月は移行措置が取られます。

詳細は https://www.gov.uk/government/world/japan.ja にて。該当する方は必ず最新情報のチェックを！

なお、この変更は、大学などの高等教育機関が入学予定者の英語力評価方法には影響を及ぼさないため、入学申請

に引き続き TOEFL スコアの提示を認める大学があるかもしれませんが、TOEFL スコアで入学を認められても、その

後のビザ申請時には IELTS など受験し直す必要がありますので、これからイギリスの大学や専門学校に進学予定の

方は、ETSが実施するテスト以外で SELT にリストアップされている英語能力試験(IELTS 等)で準備することが求め

られるでしょう。 IYEO 札幌 青木晶子

2014年 1月出発 初めての学期が終了 ！

トイレに駆け込んで泣いた夜



IYEO の皆様、いかがお過ごしですか？ 私は現在アメリ

カのニューメキシコ州にあるユナイテッドワールドカレッ

ジ(UWC)に在学中で１年目を終えたところです。

私は 2011-12 年に

AYA アメリカ高校

交換留学プログラム

に参加しテキサス州

の公立高校に１年間

留学しました。日本

帰国後、在学してい

た高校に１年間通い、

2013 年の夏に現在在学中の UWC に入学しました。

私が UWC に入学したいと思った動機の一つは IB の教育

プログラム、日本の教育制度と違う点は、考える力をつ

けることに重点を置く授業、社会奉仕活動や卒業論文な

どにも力を入れているということです。日本の高校の授

業は大学受験を前提としているので暗記中心になりがち

です。また、自分が興味のある分野や社会奉仕活動に参

加する時間などほとんどありません。しかし IB の教育理

念は「多文化に対する理解と尊敬を通じて、平和でより

良い世界の実現のために貢献する、探究心、知識、そし

て思いやりのある若者の育成」ということなので授業も

ほとんどが討論に当てられ、宿題もエッセイやプレゼン

テーションが多いです。

また、Internal Assessment という自分の興味のあるトピッ

クについて研究するレポートのようなものも、たまに課

題として出ます。私は社会人類学をとっているのですが、

授業前に教科書や前もって渡された記事を読み、授業で

はその解説を交えた討論が生徒が主体となって行われま

す。例を挙げると「色を表す言葉は言語によってちがう

(例えば日本語で言う青と緑はある言語では同じ色と見な

される)ので話す言語によって見える世界は変わってくる

のか」という議題についてクラスで話し合ったことがあ

ります。成績はテストの点数だけではなくクラスへの参

加度も大きな割合を占めています。

社会奉仕活動では地元の子供たちに数学を教える活動や、

ビデオを通して様々な情報を発信する活動をしています。

とくに後者は時間をかなり要しますが、町の活性化のた

めに飲食店を取材し、広告をするといったビデオや UWC

の一日を生徒へのインタビューを通して撮影するなど達

成感があります。

このように IB は授業ついていくだけでもとても大変で、

１日大体 4-5 時間は勉強しています。その上社会奉仕活

動などがあるので平日の自由時間は殆どありません。し

かし、私はこのような生活にストレスを感じながらも前

向きな気持ちで過ごしています。理由は「成績や受験で

はなく自分自身に力をつけるための勉強」という高いモ

チベーションがあるからです。IB は他人や多文化を尊重

する心を育て、そして自分の個性を磨き上げる教育だと

思います。因に来学期には卒業文集を本格的に書き始め

ます。僕は「英語の普及に伴う少数言語への影響」とい

う議題について研究する予定です。
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世界何でもランキング

日本 Z 世代 の就職先志向トップ５

１位 日本国内の大企業

２位 特に希望はない

３位 中小企業/ベンチャー企業(起業含む)

４位 行政機関(公務員など)

５位 外資系の大企業

ちなみに他国 Z世代の１位は？ 韓国・タイ・マレー

シア では行政機関(30-35%)、ベトナム では外資系

の大企業(60%)、香港・台湾・中国・シンガポール

では特に希望なし(23-50%)という結果に。

外資系の大企業を１番に挙げたベトナムでは、「特

に希望なし」と答えたのは僅か 1%。

ちなみに日本の Z 世代の外資系の大企業への志向は

2%。ベトナムにとっての外資系には当然日本も含ま

れますが、日本国内の大企業への志向が強い日本の

Z 世代は複数言語を操ることができる外国人に勝る

ことができるのでしょうか・・？

United World Collegeってどんな学校？

UWC の教育は国際バカロレア(International Baccalaure

ate)、通称 IB という教育プログラムのカリキュラムに

則っている２年制の学校で、世界 80 カ国以上から生

徒が集まっています。IB は世界共通の基準を持つ教育

プログラムで世界の多くの大学で入学資格として認め

られています。因に UWC は IB のディプロマプログラ

ム、大学進学以前の２年間の課程です。

★アメリカ高校交換留学OB★ 近況報告

ニューメキシコ州で国際バカロレア教育！
後藤新平＠United World College



以前、家族でニュージーランドに旅

行したことがニュージーランドに留

学したきっかけのひとつです。

ニュージーランドの人たちは、見ず

知らずの人とも挨拶を交わしたり手

足が不自由な人に自然に手を貸して

あげたり、とても心優しいです。旅

行中に感じた彼らの温かさや雰囲気

から「留学するならここ！」と思い

ました。また、私は動物が大好きで、将来の夢は動物看

護士になることなのですが、ニュージーランドが福祉国

家であること、また動物看護士のコースをもつ専門学校

があることから気持ちが決まりました。最初、留学は高

校に入ってからと思っていましたが、ニュージーランド

の教育システムの関係もあり予定より早く日本を出発す

ることしました。

私が Heretaunga College に来たのは 2013 年 9 月。最初

はすごく不安でしたが、私が通っている学校には留学生

のためにバディーが付くシステムがあります。バディー

は、まだ右も左もわからない留学生のために一緒に行動

してくれる同じ学校の生徒のことです。私はバディーの

お陰でいろんな友達も増えたし、英語がまだよく分から

ない自分にとってはすごく心強い存在でした。また、学

校では色々な行事があります。遠足やつい最近では体育

祭みたいな行事もありました。行事以外での学校生活は、

すごく穏やかです。

日本の中学校と比

べると違う部分が

沢山あります。教

科によって教室を

移動しなくてはい

けないこと(体育や

美術だけでなく全

て)、違うクラスの

生徒と普通に授業を受けること、分からない所があって

先生に聞くととても親身で、自分が分かるまで最後まで

先生が勉強を教えてくれることです。苦手だった教科も

こちらにきて自分を評価してくれる先生のおかげで少し

は好きになれたかもしれないです。また、日本の中学校

に通っている時ランチは給食でしたが、こちらではホス

トファミリーが準備してくれたパックランチ(お弁当)を

持ってきたり、購買で買います。ランチタイムは、現地

の生徒とより一層交流を深められるので、留学生にとっ

て大切な時間です。全体を通して、こちらの学校は規則

が少ないです。生徒達はルールが少ない分、思考力・判

断力・行動力があるように感じます。日本の学校生活を

振り返るとこの力が弱くなっているのではないかと思い

ました。もし、このような力がしっかりあれば虐めなど

も少しは減ってくるはずです。

こちらに来てからずっとニュージーランド人ファミリー

のお宅にホームステイをしています。ニュージーランド

では「自分のことは自分で」が主流、身の回りの事は結

構自分でしなければならないです。放課後や休日は、和

太鼓サークルに参加したり、バドミントン、ギターの習

い事で忙しく楽しい時間を過ごしています。日本の文化

である和太鼓を通して現地の人と交流を深められてとて

も充実しています。先日は「ウェリントンスポーツマン

オブイヤー」の授賞式でも和太鼓を演奏しました。すご

く緊張して精神的にも疲れが出て寝込むほどでしたが、

自分に自信をつけるという意味でも良い経験になりまし

た。到着した直後はたくさんの違いにびっくりしました

が、今ではそれが

普通だと思えるく

らい現地生活に慣

れてきました。こ

れからもニュージー

ランドでしっかり

頑張っていきます。
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動物看護士をめざしてニュージーランドで奮闘中！！
奥村美祐＠ Heretaunga College

中学 1 年生の時に札幌から出発し、ニュージーランド留学をスタート、現在、IYEOウェリントンデスクのサポートを

受けながら Heretaunga College に在籍中の 14 歳、夢実現に向けて頑張っています。

AYA2013-14 アメリカ高校交換留学
帰国後アンケート

■難しかった科目は？

1．History 覚えることが多い

2．Enlgish 作文を書くことが苦手

3．Math 図形やグラフ

■簡単だった科目は？

1．Drawing 絵をかく

2．Microbiology 実験や観察が多く覚えやすかった

3．Math 基礎的な問題だった

■役に立つもの、出発前にやっておくべきことは？

1．電子辞書

2．英単語をできるだけ覚えていくこと！



◆「アメリカ大学奨学金プログラム」説明会
今年の夏も全国各地で説明会を開催します。日時等詳細

や説明会お申込みについては、お近くの IYEO 相談デスク

までお問い合わせください。

7 月 13 日(日) 13:00-16:00 呉港高校

7 月 27 日(日) 13:00-16:00 広島 YMCA4 階 4-B

7 月 27 日(日) 14:00-17:30 アクロス福岡 3 階交流室

8 月 03 日(日) 13:00-16:00 南九州相談デスク

8 月 30 日(土) 14:00-17:30 かでる 27 810B 会議室

台湾への帰国を間近に控え

た七瀬ちゃんこと WU Kuan-

Ying(AYJ Academic Year in J

apan 参加者)より、自筆によ

るメッセージが届きました。

全文は IYEO のホームページ

に掲載しています。普段の

おしゃべりはすっかり博多弁です！

受け入れを快く引き受け、温かく見守ってくださった中

村学園女子高等学校、高木ファミリー、三戸ファミリー

この１学年間、大変お世話になりました。心より感謝申

し上げます。 IYEO 福岡 岩下小百合
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編集後記

文科省の英語教育に関する有識者会議は、7 月 4 日、大学入試に TOEFL 等を活用するよう

提言することを決めたようです。文科省は今秋にも関係者による協議会を設置し、これら

外部試験の成績を大学入試センター試験などの得点に換算する方式などを検討する方針と

のこと。大学入試は「読む・書く」が中心の試験で、その受験対策が学生の実践的英語力を伸ばす妨

げになっているなどと指摘。有識者会議は、コミュニケーション力に関するテストも外部試験の活用

が適当と判断。今後のなりゆきが注目されますね！ May・Sai・Akiko
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活動報告＆お知らせ

「トビタテ留学ジャパン」 第 1 期生 8 月出発！

IYEO News Avenue 32 号で取り上げた、2014 年度よ

り新たに創設された「官民協働海外留学支援制度～ト

ビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～」の第 1

期生の選考結果が文部科学省より発表されました！

男 809 人、女 891 人の計 1,700 人、221 校より応募

があり、一次(書面)審査、最終選考を経て、男女あわ

せて323 人(106 校)が第 1 期生に。うち、自然科学系、

複合・融合系人材コースへの合格者が最も多く159 人、

世界トップレベル大学等コース 61 人、多様性人材コー

ス 59 人、新興国コース 44 人、となっています。

地域別派遣留学生数では、ヨーロッパが最も多く 122

人(21 か国)、次いで北米 93 人(2 か国)、アジア 71 人

(18 か国)。他、オセアニア 14 人、アフリカ 13 人、

中南米 6 人、中近東 4 人。合格者は 7 月 31 日の事前

研修を経て、8 月 21 日に留学を(支援)開始します。

AYJ2013-14 WU Kuan-Ying (七瀬)

福岡は私の第2の故郷！！


