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・特集 進路はアメリカの大学！
米国大学奨学金プログラム参加者アンケート

・世界の「食堂車」の車窓から 住民投票でソーダ税導入
・公用語化でどうなった？ 楽天社員の英語力

・米で働く息子を応援

・2015 年よりカナダ公立高校留学を支援！

・サンフランシスコの企業に就職が決まりました！

・あけましておめでどうございます！

・那菜の学食レポ

・活動報告＆お知らせ

・2 回目の秋学期が終わりました！！

・みんなと一緒に 4 ㎞走ったよ！

特集 進路はアメリカの大学!
多くのことに挑戦してみたいです！
アメリカ 大学奨学金プログラム参加者、出発に向け準備中
■プログラム申込までどんな点について迷った？

この 4 月から高校 3 年生、進路を決めるといってもまだ・・・
と思う人たちも多いのでは？しかしながら、あるデータ

・特にない(70%)

によると、高３の春には志望の学部・学科を決定した、
または志望校の候補を数校決定したという人が 50%を超

・アメリカの大学を受けるか、日本の大学を受けて交
換留学をするか。(20%)

え、春は進路選択にとても大切な時期のようです。
以下は、今年夏の出発に向け、準備真っ最中のアメリカ

・カナダがアメリカで悩んでいた。決め手は奨学金と
TOEFL スコア。

大学奨学金プログラム参加者へのアンケートの結果です。

・学校の先生にアメリカの大学に進学にすることにつ

進路選択の参考になれば幸いです！

いて反対されることもあったので、本当にこの進路
でいいのか迷ったが、母親と相談して 1 番やりたい

■プログラム申込を決めたのは説明会参加後いつ？

ことができるのはこの進路だ、と思い決断。
・苦労してアメリカの大学に行かなくてもいいのでは

・説明会当日(30%)
・説明会の約一週間後
・元々留学をしたいと思っており、アメリカの大学に

ないか、日本の大学でもいいのではないかいう事に
ついて迷った。

行けるならそれが 1 番だと思っていたので、説明会
の後すぐに申し込んだ。

■プログラム申込前に気になった点は？ 相談相手は？

・高校２年の夏

・特にない(60 ％）

・高校３年次に、アメリカでの交換留学をきっかけに
・9 月。ずっと日本の大学に行こうと思っていたけど、

・授業についていけるかどうかが一番心配だった。親

迷いもあった。海外進学はもう間に合わないのでは？
と考えていた時、このプログラムに参加した知り合
いに「まだ間に合う」と聞いて真剣に考えるように
なった。
・説明会から 2 か月半くらい考えて出願を決めた。
・2 年前(大学 3 年の夏休み)に説明会へ参加した際
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■留学について、今、魅力を感じていることは？

や学校の先生、留学経験のある友達や先輩に相談。
・親にかける負担、特に経済的負担。だからこそ、しっ

・アメリカ人の考え方を肌で感じることができること

かりやりたいと、今思っている。
・治安面、生活面。IYEO 担当相談デスクに相談。

・世界トップレベルの経営学を学べること
・自分の夢や目標に近づけること

・本当に返済不要かどうか。親に相談。
・大学生だったので、周りは就活を始めるタイミング

・授業内容
・英語力の向上はもちろん、アメリカの大学で日本に

という事もあり、アメリカの大学を卒業した後の事
について(年齢の事等)が気になった。

いたら知り合えないであろう数の外国人と知り合え
るだろうということ、大学に入ってから勉強できる
選択肢の広さが魅力

■出発に向け、今一番不安になっていることは？

・不利な状況から物事を解決できるようになること

・今は特にない。

・英語力の向上や世界中から留学生が集まり日本とは
また違った授業、自分の学びたい事や勉強する環境
が整っていることなどなど

・一人でアメリカでちゃんとやっていけるかどうか
・誰も知っている人のいない所で長く生活するのは初
めてなので慣れるのにどれだけ時間がかかるか、今
まで親に相談できていたことを一人で解決していけ

・留学の魅力は新しい環境での生活や友人ができるこ
と、異文化の人の考えを知る機会を得ること

るのか。
・大学内の環境

・英語力の向上、視野を広げることができる点。奨学

・自分の希望する大学に入れるかどうか。後、その大

グラムに参加している先輩達の情報がとても役立つ
・英語力の向上、海外の講義スタイルに期待と魅力

金プログラムで言えばやはり料金、また、このプロ

学の規定のレベルまで英語力が伸びるどうか。
・夏出発に向け、1 番気になることは書類に不備が無
いかどうか。
・海外進学というよりも大学進学全般について、授業

・バラエティ豊かな講義内容
・日常的に英語を使う環境ともっと積極性を自分に付
けたいと思っているので、全く違う環境で学ぶとい

についていけるのかなど気になる。高校まで私立一
貫校なので、久しぶりの新しい環境で友達作れるの

う事に魅力を感じる。

かなというのも少し不安。あとは、英語でのコミュ
ニケーション。映画などで若いアメリカ人の英語を

■その他コメントをどうぞ！
・アメリカ大学奨学金プログラムは僕に夢を叶えるチャ

聞くとちょっと分かりにくいというか、スラングも
多そうで。楽しみでもあるし、不安もある。

ンスをくれました。とても感謝しています。アメリ
カの大学に進学し卒業するまで、自分にとって素晴

・気になる点はないが、住み慣れた地域やずっと一緒
に生活していた家族と離れる寂しさはある。

らしい時間になるよう、多くのことに挑戦したいと
思います。

・全て自分でやっていかねばならない事に対して、で
きるかどうか。

・自分にできるかどうか不安でしたが、説明会で留学
経験者の人たちも皆、同じような不安を抱えていた

・アメリカの大学での食生活。(ジャガイモが苦手だっ

ということを知って、思い切りました。あの時決め

たり・・・するので。)

て良かったと思っています！
・説明会で吉川さんの話を聞いて、奨学金制度を使っ

■アメリカ大学留学について、今一番知りたいことは？

て留学をすることに決めてよかったと思っています。

・大学生活について(行きたい大学の授業や寮生活など)

・留学は辛いことがいっぱいあると思うけど、乗り越

・休みの日と授業のある日の時間の勉強以外の時間の

えた後の達成度や楽しみもいっぱいあると思います。

過ごし方、お小遣いとして使うお金はいくら位あっ

・しっかり頑張ります！まず、英語から！

て何に使うか。

・もうやるしかないので、頑張ります。

・どれぐらいで英語が話せたり、理解したりできるよ

・まずは CAP に全力を尽くしたいと思っています。

うになるか。友達ができるかどうか。
・寮が閉まる時などどのように過ごしているのか
・寮の食べ物は美味しいのかどうか
・学食(食事について)。太りたくないので、女子留学
生の先輩がどうやって健康管理しているのか。
・特に何もないが、しいていえば、実際のアメリカの
大学の講義がどのような講義なのかに興味があり、
不安だがワクワクしている。
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2015 年 1 月 13 日のことです。地元の新聞の投稿欄に
「米で働く息子を応援」というタイトルに目を引かれま

サンフランシスコの企業に
就職が決まりました！

した。以下がその記事の内容です。

【米で働く息子を応援】

加藤龍太郎@Campbellsville University

加藤由美子
中国新聞 2015 年１月 1

あけましておめでとうございます。お久しぶりです。
お元気ですか。

昨年 12 月、米国の大学の息子
の卒業式に出席するため

今、僕はロサンゼルスの知

初めて渡米した。遠く離れて暮
らすのも、大学生活の４年間だ

り合いのおうちで年越しを
していて、まだアメリカは 2
014 年ですが、新年のご挨拶

けだと思っていただけに、現実
に米国での就職が決まった時は、

と、近況報告を含め、メー

うれしさよりも不安と寂しさで

ルさせていただきました。

いっぱいになった。
息子は、ロサンゼルスで私との

僕は約 2 週間前の 12 月 12

観光に付き合ってくれた。そし
て、サンフランシスコの会社に

日(金)をもって、ケンタッキー
州の Campbellsville University を無事、卒業することがで

入社するまで、スーツケース一
つで住む所も定まらない不安定な時間を過ごした。

きました。
その後の進路ですが、サンフランシスコの JFC インター
ナショナルでの就職が決まりました。最初は OPT(Option

たった１週間の再会。次はいつ会えるか分からない寂
しい空港での別れの時。息子は先を歩く私を後ろから

al Practical Training)からスタートですが、その後、ビザ
サポートがあるということで、十数社と、面接をしまし

抱きすくめた。「来てくれてありがとう。楽しかった。
寂しいと思うけど我慢してね。ビッグな営業マンになっ

たが、最終的にこの会社を選びました。現在、ウェブサ
イトを見ながら、JFC について、いろいろ下調べをして

て必ず母さんを迎えるよ。」と涙で詰まりながら、耳
元でささやいた。

いますが、もともとはデュポンが元々の会社で、吉川さ
んが、「デュポンからオファーを貰ったが、マクドナル
ドに就職した」という話を思い出して、懐かしく思いま
した。

サンフランシスコで社会人としてスタートした息子。
優しいがゆえに、つらい思いをすることもあるだろう。
「いつでも帰って来ていいんよ。」の気持ちを片手に、
息子の選んだ道、幸せを遠くで祈っている。(呉市)

2014 年の夏は、ロサンゼルスでインターンシップをし、
しばらく日本に帰国できる機会がなく、母とも、長らく
会っていませんでしたが、僕の卒業式のために、母が、

この記事を目にする少し前に、Campbellsville University で

呉市から、ケン タッキーまで遥々、僕を訪れてくれ、そ

留学生活を送っている加藤龍太郎君から、卒業報告とと

の後、カリフォルニアも観光し、母も安心していました。

もにアメリカでの就職が決まったこと、しばらく会って
いないお母さんが、加藤君の卒業式のために初めてアメ

IYEO 広島デスクに直接行って、お話ししたいところです

リカに行かれたことを聞いていたので、記事を読むや否

が、現在、サンフランシスコへの引っ越しの準備で、忙

や、これが加藤君のお母さんであることが分かりました。 しくしています。メール上で大変申し訳ありませんが、I
加藤君のご家族の皆さんへ、心より祝福をお贈りいたし YEO 広島デスクを通して、このように大きく成長するこ
ます。お母さんの言われる通り、心優しい加藤君は、こ

とができ、大変感謝していま

れからもつらい思いをすることがあるかもしれません。

す。また、広島で、お話しで

でも彼は大丈夫。彼には、正々堂々と進む強さと、人の

きる日を楽しみにしています。

痛みを思いやる優しさがあります。これからもどこに行っ

ありがとうございました。

ても周りの人たちに愛されながら歩き続けることでしょ
う。立派な男子となった加藤君の進む道を、これからも

2015 年が皆様にとって、最

楽しみに見守ってあげてください。

高の年になることを祈ってい

これからも、素晴らしいことが、たくさんありますよう

ます。今年も宜しくお願い致

に・・・！！

します！
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ことができました。
次のセメスターは Fresh man としてのスタートになりま

那菜の学食レポ
佐 々 木 那 菜 ＠ Li nd en wo od Un iv ers it y

す。これから ESL よりも大変になるとは思いますが、一
日一日を大事にしながら頑張っていこうと思っています。

こんにちは。
私が日本を飛び立ってはや４ヶ月がたとうとしています。 話は変わりますが、学食について紹介させてください。
出発してすぐの頃、不安と緊張感でいっぱいだったのを

私が日本と飛び立つ前に一番気にしていたのは、学食の

すごく思い出します。もちろん楽しみな気持ちもあった

ことでした(笑)。学食はビュッフェ方式です。ブロッコ

でしょうが、そんなのわからないくらい不安で一日一日

リーやカリフラワーやマッシュルームは生で、リンゴは
丸かじりです。日本ではありえないものが色々あります

生活することだけで最初はいっぱいいっぱいでした。で

が、工夫をしながら食べれば美味しく食べられます。冒

すが、岩下さんからの「今日一日をしっかり頑張れたな
ら、明日も頑張れる。」という言葉を心に留めながら頑
張ってくることができ、無事にこのセメスターを終える

険をして自分が好きな味に変
えるのも楽しいですよ。
これが私のある日のランチで、
右のお皿のものが私のイチオ

アメリカ大学奨学金プログラム

シです。

全国縦断説明会スケジュール

友達に教えてもらったのですが、生マッシュルームにオ
リーブオイルをかけて電子レンジで温めて塩をかけて食
札幌説明会

3 月 15 日(日) 14:00 ～ 17:30
かでる 27 810B 会議室

べます。パスタは麺とソースで別になっているものもあ
るので日本のソースを持っていって作ったり、お味噌汁
のもとと食堂にあるお湯でお味噌汁を作ったりするのも

札幌市中央区北 2 条西 7 丁目
三重説明会

福岡説明会

ありだと思います！
留学に向けてたくさん不安に思っていることがあるとは

3 月 15 日(日) 09:30 ～ 12:00
三重県総合文化センター生涯教育棟 4 階
津市一身田町上津部田 1234
3 月 22 日(日)

思いますが、自分を信じて頑張れば絶対に大丈夫です！
最初はみんな不安です！一緒に頑張りましょう！

2 回目の秋学期が終わりました！！

14:30 ～ 17:00

福岡県国際交流センター(アクロス福岡 3F)
福岡市中央区天神 1-1-1 アクロス福岡
大阪説明会

3 月 29 日(日)

信本紋佳@Lindenwood University

12:00 ～ 15:00

IYEO 広島デスクの皆さん、お元気ですか？
Lindenwood University に通っている信本です。ここに来

阪急ターミナルスクエア 17
大阪市北区芝田 1-1-4-17F
広島説明会

3 月 29 日(日)

て、２回目の秋学期が終わりました！今学期は本当にあっ
という間で不思議な感じです。

13:00 ～ 16:00

広島 YMCA3 号館 4-A

夏の work and learn の過酷さに比べれば今セメスターは

広島市中区八丁堀 7-11

とても楽でした。今学期はジェネラルのクラスを３つと、
英語のクラスを２つ取りました。私はまだフレッシュマ

宮崎説明会

3 月 29 日(日) 13:00 ～ 16:00
グリーンリッチホテル宮崎 14F 会議室

ンだったのでレジスターはやはり一番最後でした。
本当はジェネラルのクラスとメジャーのクラスを並行し

宮崎市橘通り東 1-5-8
大阪説明会

4 月 29 日(日)

12:00 ～ 15:00

阪急ターミナルスクエア 17
大阪市北区芝田 1-1-4-17F
千葉説明会

6 月 14 日(日)

14:00 ～ 17:00

中村学園Ｎタワー
千葉市中央区新宿 2-14-3
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て勉強したいのですが、メジャーのクラスはすぐに埋まっ
てしまってなかなか取るのが難しいです。

みんなと一緒に 4 ㎞走ったぞ！

卒業間近の学期はメジャーのクラスだけで詰まってしま
うのではないかと思っています。クラスの内容的にはど

AYJ2014 参加者 in 福岡

れも少し難しかったです。特に Philosophy のクラスには
かなり苦しみました。Moral についての授業だったのです

2015 年 1 月 29 日(木) 、今朝の気温は 4℃。決して暖か

が、日本語でも難しい哲学的なものを英語で理解するの
は大変でした。ペーパーも多く、自分の

さを感じる気温ではありませんでした。おまけに天気も
曇り空でどんより。。。そんな中、大濠公園で行われた

中で一番苦手なクラスだと思います。と
りあえずパスできそうで、今ほっとして

中村学園女子高等学校のマラソン大会へ Wei-Ni と Yu-Ch
ing の“応援”へ行きました。暖かい国(台湾)出身の 2 人。

いるところです。

そして 2 人にとって人生初のマラソン。高校では 11 月
頃から体育の授業で“練習”が始まっていたそうですが、

今回の冬休みも日本には帰らない予定で

練習で走る距離は長くて 2 ㎞。今日は練習の倍の距離を

す。３週間ほど旅行をして、１月の冬休
みの授業を取ります。ここでの生活は好きですし、特に

走りました。最後まで頑張って走れるか・・と心配して
いましたが、２人とも最後まで歯を食いしばって走りき

不自由なく生きています。
ただ日本に帰るタイミングをだんだん逃しているようで

り、清々しい表情の 2 人を見た瞬間は感動！！でした。
遠く離れた異国の地で一生懸命に頑張る 2 人をこれから

す(笑)。まだもう少しここで頑張れます！

も応援し続けたいと思います。
Wei-Ni, Yu-Ching 頑張れ～！！ IYEO 福岡 岩下小百合

公用語化でどうなった？楽天社員の英語力 世界で戦うニッポン企業の英語教育
東洋経済 ONLINE 2015 年 01 月 10 日

楽天の三木谷浩史会長兼社長。思い切った英語公用語化から 2 年半が経った。世界で戦うビジネスパーソンに英語は
欠かせない。ではグローバルに展開している、もしくは今後目指していく日本企業は自社の社員に対し、どのような
英語学習の機会を与えているのだろうか。
まずは、なんと言っても 2012 年 7 月、本格的に英語を社内公用語化して当時の大きな話題となった楽天だ。社を挙
げた取り組みの成果は数字にはっきり表れている。単体 3762 名の社員（14 年 12 月時点）の TOEIC 平均点数は 794
点となり、英語公用語化計画をスタートした 10 年 2 月の平均点 526 点から大幅に向上したのだ。楽天は、英語を基
準とした人事評価も厳格に運用している。社員が部課長級などすべての役職へ昇格するには TOEIC800 点以上が必要
で、2015 年 4 月以降の新卒社員については入社時点で 800 点以上を取ることが求められている。
最近力を入れているのは、英ピアソン社が運営するスピーキング能力テスト「Versant(ヴァーサント)」だ。今は人事
評価の基準になっていないが、全員が 80 点満点中 50 点以上取得することを目指す。同じ TOEIC でスピーキングと
ライティングの英語力を測定する TOEIC S&W テストも試験的に実施しているが、より簡便で低コストの英語指標と
いう観点から、Versant の受験を全面的に奨励している。
会社支給による支援制度も手厚い。TOEIC については 1 講座 3 カ月をスパンとした週 1 回、2 時間の夜間レッスンが
社内で全 10 ～ 12 回行われるほか、短期集中型で週 2 回、8 ～ 9 時の 1 時間から同じく社内で行われる朝のレッス
ンもある。福利厚生として、各種学校やオンライン英会話サービスの割引プランも提供されている。スピーキングに
ついては基本的に TOEIC800 点をクリアした社員に向けての研修だが、1 カ月に 1 度、Versant のスコアアップを目
指したセミナーを週末に実施し、現在は毎回 30 名程度が参加しているという。地方勤務者を対象とした、オンライ
ン講座もある。
ただ、海外事業を含めた「その他インターネットサービス」部門は足元で営業赤字。鍛えた英語力を、どこまで海外
ビジネスの成長に生かせるのか。本当の勝負はこれから始まる。
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返済不要の奨学金でアメリカ大学留学を支援！

世界の「食堂車の」
車窓から

奨学金は授業料だけでなく、寮費・食費も対象！
■英語力に自信がなくても大丈夫？

住民投票で
税
ソーダ 導入へ！

■高校の成績があまりよくないんだけど応募できる？

2015 年、カリフォルニア州バー

■留学後の就職は？

クリー市では、新年を迎えた
と同時に新たな事が始まりま
した。これは 2014 年 11 月に行われた住民投票で決定し

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.or

た事で全米でも初。
何かと言うと・・・炭酸飲料などの糖分入りの飲料に課
税する「ソーダ税」を導入するということ。当然、コカ・
コーラやペプシなどの飲料業界は大反対。しかしながら、

世界何でもランキング

肥満や糖尿病といった健康阻害への危機感、医療費抑制
という狙いからバークリー市住民の賛成を多数得て、20
15 年元旦から「ソーダ税」という売上税導入が催行され

World's Most Attractive Employers 2014

ました。税率は糖分入り飲料 1 オンス（約 28.35g）あた
■エンジニア部門
1.

Google (アメリカ)

2.

Microsoft (アメリカ)

3.
4.

BMW Group (ドイツ)
Apple (アメリカ)

5.
6.

GE (アメリカ)
IBM (アメリカ)

7.
8.
9.

Intel (アメリカ)
Simens (ドイツ)
Sony (日本)

り 1 セント。ソーダを購入する際、レジで計算して徴収
されます。AP 通信によると、これまでに 30 以上の都市
でこのような税の検討がなされたが、導入、催行に踏み
切ったのはバークリー市が初。今後、この税制が全米各
地へ広がるのか？どうなのか？バークリー市はこれまで
に全米初をいくつも行ってきています。例えば、レスト
ラン内に禁煙席設置や、車椅子のための縁石排除。まさ
にトレンドを作る都市のようなので、このソーダ税も全
米で実施される可能性が期待できるかも？！？
ちなみに・・・この「ソーダ税」は“好

10. Shell (アメリカ)

ましくない行為を防ぐための税”。いわ
ゆる「Sin Tax：シン・タックス 悪行税

■ビジネス部門
1. Google (アメリカ)

／罪悪税」の一種。例えば、日本では
「たばこ税」が代表的な Sin Tax です。

2.

Ernst & Young (本拠地ロンドン)

3.

PricewaterhouseCoopers (本拠地ロンドン)

4.
5.
6.

KPMG (本部オランダ)
Deloitte (本部ニューヨーク)
Microsoft (アメリカ)

7.

Procter & Gamble (P&G) (アメリカ)

8.

Goldman Sachs (アメリカ)

9.

Apple (アメリカ)

海外留学が８年ぶり増加 12 年、中国が米抜き最多に
日本経済新聞

2015 年 2 月 27 日

2012 年に海外留学した日本人は 60,138 人となり、8 年
ぶりに増加に転じたことが 27 日、文部科学省のまとめ
で分かった。経済のグローバル化を背景に留学への関心
が高まり、文科省は「若者の『内向き志向』に改善がみ
られる」と分析。国は 2020 年までに 12 万人に倍増さ
せる目標を打ち出し、奨学金の拡充などで後押ししてい

10. J.P. Morgan (アメリカ)

る。調査対象は学位取得を目的とする長期留学が中心。

Universum

留学生数はピークの 04 年(82,945 人)から 7 年連続で減

エンジニア部門では、圧倒的にアメリカ企業に軍配が。ま

少していた。
留学先では中国が前年比 18 ％増の 21,126 人となり、19

たビジネス部門では、監査法人や金融関係に人気が集まっ
ているようです。日本企業では、Sony がエンジニア部門

83 年の調査開始以来初めて米国を上回り最多に。米国
は前年比 2 ％減の 19,568 人で２位。英国 3,633 人(2 ％

で 9 位に食い込んでい
ます！また Toyota,も
エンジニア部門で 18

減)、台湾 3,097 人(8 ％増)、ドイツ 1,955 人(5 ％増)。
欧米留学は減少傾向にあり、東アジアの人気が高まって

位、ビジネス部門では
47 位にランクインと

いる。特に中国への留学生が増加した要因について、文
科省は「経済成長を背景に、中国の有力大学と協力関係
を結ぶ日本の大学や研究機関が増えている」（学生・留

健闘！頑張れ日本企業！！

学生課）と分析している。
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AYJ Academig Year in Japan 2014

あけましておめでとうございます！ 元気な写真が届きました！
FROM WO Kwan-Ying(七瀬) AYJ2013

AYJ2014 参加者 in 沖縄
3 人はそれぞれ、AYJ プログラムの交換留学生
として、CHANG Tsai-Ping は県立豊見城南高校、
HSIEH TIng-Ju は県立浦添商業高校、SU Po-Che
ng は沖縄県立西原高校で、現在お世話になって
います。
下左は、3 人とその友達とのパーティでの写真、
右は、前から Po-Cheng、Ting-Ju、Tsai-Ping
の 3 ショットです。
彼らの滞在も後半戦に突入、PO-Cheng は修学
旅行にも参加したようです。残り 5 か月、実り
多い滞在となりますように！

2013 年の夏から 1 学年間、中村女子高等学校(福岡)で、AYJ Acade
micYear in Japan プログラムの交換留学生としてお世話になった七
瀬(WU Kuan-Ying)から年賀状が届きました！(彼女が Sai と呼んで
いるのは私です。)「七瀬～ 待っててね～ いつか必ず会いにい
くよ～！」と、台湾の方角を向いてつぶやいた次第です。
IYEO 福岡

岩下小百

海外留学は英語力向上にどこまで有効なのか
カナダのバンクーバーに留学した不二越の若手社員
少子高齢化、人口減が進む中、日本企業はおのずと海外に目を向けなければならず、ビジネスパーソンにも英語は
必須だ。「公用語化でどうなった？楽天社員の英語力」で取り上げた企業内の英語教育は、実際に英語を話すとき
に備えたいわば基礎体力作り。さらに踏み込むのが海外留学だ。
富山県に本社を置く産業機械メーカーの不二越。不二越の海外留学に対する取り組みは、日本企業の中でもかなり
先進的だ。同社はかねてから、2020 年度に年間売上高を 4000 億円に引き上げ、そのうち 6 割を海外向けで占める
ことを標榜している(2013 年 11 月期実績は年間売上高 1756 億円、海外売上高比率は 4 割)。その一環で始めたのが、
2012 年以降入社の新卒社員全員を対象とした、海外留学制度だ。具体的には毎年 50 人規模を 9 月中旬から約 2 カ
月間、アメリカ、カナダ、イギリスの３カ国、計 10 カ所以上の学校に送り出している。1 つの学校につき、毎回 3
～ 4 人の社員が在籍している。
効果はてきめんだ。留学前と留学後を比べて、対象新卒社員の平均 TOEIC スコアは 575 点から、650 点に上昇。TO
EIC スコアだけではない。経営管理部長の坂本淳氏は「海外留学制度は社内にグローバル企業としての風土を根付か
せる狙いもあるが、実際に送り出した新卒社員たちは、異文化を理解したり自らの意見を持って発言したりといっ
た国際感覚が取得できている」と解説する。
よく言われるように、日本のビジネスパーソンの英語力は世界的に見て高くない。イー･エフ・エデュケーション・
ファーストが 2014 年 11 月に発表した文法・語彙・リーディング・リスニング等の能力を測る世界各国の英語能力
調査では、日本人の英語点数は調査対象となった世界 63 国・地域の中で 26 位だった(18 歳以上の成人 75 万人が受
験)。TOEIC スコアで見ても日本の順位は低い。国際ビジネスコミュニケーション協会が 13 年に年間を通じて調査
し、約 528 万人が回答したアンケートによると日本人の平均スコアは 512 点で 48 カ国中 40 位にとどまっている。
社員個人の努力のみに頼らず、社内教育や海外留学制度などの支援体制をどれだけ充実させられるかが、海外展開
に活路を求める日本企業にとっての課題といえるだろう。
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IYEO 2015 年より
カナダ公立高校留学を支援！！

活動報告＆お知らせ
IYEO では、カナダ・ブリティッ

◆活動報告
11/18

シュコロンビア州ラングレー市
の公立高校に 1 学年間在籍しカ

Auckland Goldstar Institute(介護系資格コー
ス・N Z)学校説明会(札幌)

ナダ人生徒や他国からの留学生
と一緒に学ぶプログラムの普及

12/06-09

John Wollaston Anglican Community School(西

12/12-13

オーストラリア)平和研修(広島)
IYEO 理事会・IYEO 総会

啓発を開始しました。
早速、2015 年秋に札幌の高校生：山岡愛理咲さんがカナ

01/29

AYJ14 参加者中村女子高マラソン大会参加

02/23

AYJ Academic Year in Japan プログラム、タ
イと Agreement 結ぶ

ダに飛び立ちます。現在、留学手続き中で期待や不安も
あると思いますが、留学を決めたきっかけなど愛理咲さ
んからのコメントをご紹介します！

◆活動予定
3/15-

『カナダの高校へ留学しようと決めたきっかけは、同じ
IYEO 各地においてアメリカ大学奨学金プロ
グラム・高校交換留学説明会開催

くカナダの高校に留学中の友達の存在が大きく、また安
全面と環境などからカナダを選びました。

3/22-4/4 広島女学院中学高等学校 University of Mount

この留学は、私の将来に繋がる第一歩、楽しく有意義に
過ごしてきます！』

Union 研修(広島)

カナダ公立高校留学の詳細は、お気軽に資料請求、IYEO
各地相談デスクにご相談ください。また、カナダ公立高
校留学とアメリカ公立高校交換留学との主な違いは、ニュー

2016 アメリカ・カナダ高校留学プログラム

スアベニューのバックナンバー 34 号をチェック！

■成績は？英語力はどれぐらい必要？
■選考試験はあるの？ まだ間に合う？
■アメリカ・カナダの高校生活ってどんな感じ？
■留学後の進路は？
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
独立行政法人日本学生支援機構が 27 日、2014 年５月時点で日本の大学や日本語教育機関
などに在籍する外国人留学生数を発表、全体で 184,155 人となり前年比 9.5 ％の増加とな
りました。出身国・地域別では中国が 94,399 で 3.6 ％減、韓国が 15,777 人で 8.7 ％減だっ
たのに対し、ベトナムは前年比 91.6 ％増で 26,439 人に達し、一挙に 2 位に躍り出ました！
ちなみに、IYEO で受け入れをしている台湾は 5 位、これから受け入れるタイは 6 位で、いずれも前年
比 10 ～ 13 ％の増加となっています！！
May・Sai・Akiko
季刊誌 「IYEO News Avenue Vol. 35」 2015 年 3 月 10 日号
発行

青少年異文化交流推進協会
JAOS 一般社団法人海外留学協議会会員
〒 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

IIntercultural Youth Exchange Organization Sapporo Chiba Mie Osaka Hiroshima Fukuoka Miyazaki Okinawa Vancouver Seattle Perth Brisbane Wellington

8
?

?

