
アメリカの大学に留学している人たちは、夏休みや冬休

みをどのように過ごしているのか？という質問が、アメ

リカ大学奨学金プログラムの説明会時あるいは現役留学

生との質疑応答時にちょくちょく出ます。以下、アメリ

カ大学奨学金プログラム参加者へのアンケート結果です！

学年が上がるに連れ、先のことも見据えながら、夏休み・

冬休みを過ごしているようです。

夏休みはどう過ごしている？

■初の夏休みは帰国する人たちも多いようです！
・Final(期末テスト)が終わってすぐ帰国、バ

イト探しをしてバイト三昧(毎年)。たま

に友達とサッカー観戦に行ったり。

・バイトを探しつつ、すぐに TOEFL を受験

(受験手続きは帰国前に完了)。なかなか

バイト(短期間のバイトとなるため)は見

つかりづらいが、季節もののバイト(お中

元・ビアガーデン)を毎年。あとは高校生

の時の友達と会えるだけ会う。

・はじめての夏は日本帰国後、アルバイトの他、ボラン

ティアをしたり、高校時代の友人と遊んだり、アメリ

カ人の友人に日本を案内したり。(同回答複数)

・はじめての夏休みは、日本に帰国。学習塾でアルバイ

ト！次の長期休みは、レジデントアシスタントとして

大学に残る予定。

・トランスファーのため、2 年ぶりに帰国しバイト。腕

試しと大学院準備のためにも TOEFLを受験。

・家族との旅行、大学へ戻る前に同じ留学生の家に旅行

で立ち寄り、一緒に大学キャンパスへ。

・秋から 1 年間大学のエクスチェンジプログラムに参加

し提携大学に通うため、日本に帰国してその準備。

・秋学期にルームメイトだったフランス人 2 人組のもと

へ遊びに。フランスのマルセイユ。彼女たちの友達や

家族と実のある時間を過した後、バレリーナをしてい
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アメリカ大学奨学金プログラム参加者アンケート
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る日本人の友達に会いにドイツにも行き、オペラハウ

スでの公演を観賞。6 月始めに日本帰国、そこからは

英語の勉強とバレエに燃える。今月は精読しまくろう

と思いアカデミックな参考書を一文一文細かく丁寧に

読んで基礎力を積んでいる。この夏でリーディングと

単語の能力は向上！

■アメリカにそのまま残って夏を過ごす人も！
・初めての夏休み、サマースクールを取ろうかと思った

が、取りたい授業がなく、あっても満席だったり、Re

quirement を満たしてなかったりだったので、バスで$

20 のシカゴにホームステイ。家族はアメリカ人だが、

両親や祖父母がメキシコからの移民だったらしくスペ

イン語も話すホスト。他にも留学生がいて、人もたく

さん来るにぎやかで素敵な家族。ホームステイは、値

段もそんなに高くなく、とてもいい経験になるのでお

すすめ！

・初めての夏も 2 年目の夏もサマーセッション受講。1

年目はシステム変更前だったので Work&Learn 週 28 時

間で、学費・寮費・食費等全て無料だったが、2 年目

は週 28 時間で学費が無料。サマーセッションは４週

間で１クラス、夏全部で３つ取れる。学校外のアパー

トを借りて友達４人で過ごしている。

・初めての夏、2 年前に高校交換留学していたホストファ

ミリーに会いにウィスコンシン州で夏を過ごした。ま

たトルネード被害地の瓦礫処理のボランティアでオク

ラホマ州に行き、良い経験をした！

・隣町(アメリカ)のアートショーに出演、基本的にはの

んびり絵の練習やジムでトレーニング。草むしりのバ

イトやボランティアも。テニスも始めた。

・3 年目の夏、親知らずを抜きに 1ヶ月半帰国、その後、

大学にあるスポーツジムで受付を担当。休みの日は友

達とハイキングしたり、湖に行ったりして夏を満喫。

約２年前からアパートを借り友達と住んでいるため、

夏はそこに滞在。

・3 年目の夏、サマークラスを 3 講ほど受講とセキュリ

ティーの仕事を続行。夏休みはクラスの期間が短いた

め、授業内容が圧縮され、授業のスピードが非常に早

い。更にバイトもしているため、週 1 日ほどしか休む

暇がない。(他の生徒はもっとゆったりしている。)

サマークラスが終わり次第、勉強から少し離れグラン

ドキャニオンにでも行く予定。

■旅行、ボランティア、インターンシップも！
・初めての夏休みには仲良くなった 3 人と、私の車で 10

日間ロードトリップ。シアトル、ポートランド、サン

フランシスコなどいろんなところに。仲良くなった地

域の方にホームステイも。

2 年目の夏、 初の１ヶ月は私が働いてる学校の留学

生オフィスで引き続き働き、数週間日本帰国。一番の

ハイライトは IYEO広島デスクのホームカミングの幹事

を任せていただいたこと。その後、家族でハワイに。

自分の興味のある

コンドミニアムの

勉強をしたりもち

ろん観光も。７月

半ばサウスダコタ

に帰り、学校の寮

がモーターサイク

ルのラリー の祭典

でホテルになると

いうことで、その受付を！なんでもやってみたらでき

るんだなと少し自分に自信がついた夏だった！

・少しだけ実家へ帰省、スペイン語を学ぶため語学留学、

そのままキャンパスへ。

・大学のプロジェクトでハイチへボランティア。

・初めての夏は学期終了後すぐ日本に戻り、2ヶ月間ア

ルバイト。新学期が始まる前の３週間で東南アジアを

旅行、タイでダイビングのライセンスを取得。

2 年目の夏は、日本

帰国後アルバイトの

後、インドで有給の

インターンシップを

見つけ、６月７月は

デリーのスタートアッ

プで働いた。友人と

路上で屋台をしたり、

日本からインドにく

る個人旅行者を引率してツアーをしたりと充実！８月は

インドを少し旅行、８月末に NY に帰る前に少しだけ日

本にも帰国。

留学後、初めての夏を日本で過ごした参加者より
『今回 3ヶ月という初めての夏休みを過ごしてみて、計
画性の大切さを実感。アルバイトを 2 つ掛け持ちし、労

働の厳しさを知りましたが、後になってもっと専攻(建築)

に少しでも関係した、または興味のあるアート系や社会

系に関係しているバイトにこだわればよかったなと、後

悔が残りました。自分でどうにもできるぶん、長期休暇

は学校に通っている時よりも綿密な計画が必要だと感じ

ました。また、まだまだ休みはあるから大丈夫という気

持ちのせいで、思ったより友人やお世話になった方々に

会えていません。冬休みはアルバイトよりも、友人やお

世話になった方々とできるだけ会って、トランスファー

の準備も進めたいと思っています。』というコメントも！

冬休みはどう過ごしてる？

■初めての冬はやはり日本でお正月を！という人も
・丸 1 か月休みだったので、帰国後、バイト三昧。年末
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年始は日本食に舌鼓を打つ。

・留学後初めての帰国だったので、日本食がものすご

く食べたくなり、たくさんご飯を食べた記憶が。ミズー

リは 11 月から氷点下の寒さだったので、防寒具を探

したりした。

・成人式があるため日本に帰国。成人式、同窓会では、

昔の友達と久々に会え、とても楽しかった！年越しは

やはり日本でのお餅を食べるのが一番！(複数回答)

■アメリカで過ごすクリスマスやニューイヤーは？
・アメリカに来て初めての冬休み。せっかくだから何か

したいなと思い NY に一ヶ月ホームステイ！家には他

に五人くらいホームステイにきてる人が！サウジアラ

ビア、ベトナム、イタリア等、世界各地から！毎日一

緒なので家族のように仲良くなり充実！冬休み後半は

オンラインのクラスも同時にとっていたので宿題など

大変で遊べるのは夜だけだったが、色々な人と出会い

仲良くなれたので、冬休みなどを利用して一人飛び出

してみるのもおすすめ！(しっかり安全面も自分で考え

た上で！)

・寮が閉まるため、友達の家にホーム ステイ。皆、温か

く迎えてくれ、とても楽しいクリスマスだった。

・Florida, Minnesota, Missouri(学校の近く)、3 か所でホー

ムステイ。Florida のホームステイ先では、ホストの人

達とそりが合わず大変。Minnesota では母の友人の家

にホームステイ、Missouri では学校の近くでホームス

テイ。ISF(International Students Fellowship)という留学

生のための組織(学校近隣在住のクリスチャンが協力)

に所属している人の家に約 2 週間滞在。日曜は教会に

行ったり、聖書の勉強をしたりと色々慣れないことを

したが、それにより英語の勉強にもなり、またアメリ

カやキリスト教のことなど知ることができ充実！

・New Year は Kansas State University に留学していた姉

と日本から母が来て New York で９日間過ごした。

・ミズーリでホームステイした後、シカゴに旅行。その

後、コロラド在住の高校時代のアメリカ人の先生宅に

滞在、クリスマスやニューイヤーを過ごす。

・毎日セキュリティーやスポーツジムでバイトの人も！

・2 年目の冬、J タームという 1 月のクラスを受講。1ヶ

月もないので取れるクラスは１つ。学費寮費は無料！
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夏休みはスタンフォード大フットボールチームでインターンシップ！
内田貴広@Lindenwood University

留学後初めての夏は、アスレティックトレーニングのプログラムに入るために取らないといけないクラスがあった

ので、3 つのクラスを取りました！午前中はクラスに、午後は Work&Lean のため、キャンパスで仕事といったよう

な毎日でした！幸い、教授に助けられとても楽な仕事をもらえました。教授の手伝いが主な仕事ですが、手伝う事

がないときはパソコンで映画などをみてました！みんなからは自分だけずるいと非難の声が…

夏休みは、サマークラスを取る生徒皆一つのドームに住みます。クラスメイトと宿題やテスト勉強を一緒にしたり、

たまにはダラダラしたりと毎日一緒ということもあり仲良くなるまであっというまでした！クラスは一回が長く毎

日大変ですが、セメスター中には会う事もない友達と知り合えたりプラスな点も色々あります！

夏休み 後に約 2 週間の休みがあったので、まずシカゴまで旅行、その後 10 日間ほどカリフォルニアにいる友達

の家を訪れました！毎日ビーチに行きゆったりとした生活で、カリフォルニアを満喫！

2 年目の今年の夏は Stanford University (California)のフットボールチームでインターン

(アスレティックトレーナー)として働いています。約 2ヶ月カリフォルニアに滞在するた

め、ミズーリからカリフォルニアまで 30 時間かけて運転。途中車から変な音がしまし

たが、なんとか無事到着。大都会カリフォルニアはめちゃめちゃ田舎のミズーリに比べ

るとお店もたくさんあり 高！正直、平日は朝から夜まで仕事で大変なので、週末はた

いていゆったり暮らしています。カリフォルニアではたくさんのすばらしいアスレティッ

クトレーナーの方々とお会いでき、貴重な経験でした！なん

といってもアメリカでもトップレベルであるスタンフォード

のアスリートたちと働けるのはなかなかできない体験でした！

大学生としての４年間、長いようですがあっと言う間だと思います。僕も残り 2 年しか

ありません。アメリカではインターンシップはとても重要です。大学の間インターンな

どできるような休暇は夏休みくらいしかありません(学期中にできることもありますが)。

卒業してから「あのときあれすれば良かったな。」など後悔しないよう、旅行でもイン

ターンでも、やりたいことは自分から進んで行動することが大事だと思います。自分も

振り返れば、自分からいろいろ調べ、インターン挑戦して良かったなと思います！

＊ ＊ ＊



こんにちは！

ご無沙汰しています。Missouri Valle

y College に編入した阿曽です。

ご連絡が遅れましたが、ついこの

前、卒業式に参加しました。

Register Office の方の協力もあって、

本当は次のセメスターで卒業の予

定でしたが、サマークラスを２つ

とって８月に正式に卒業します。

あと２クラスだけとれば卒業ということもあって、次の

セメスターで 12 単位取り１セメスター分の授業料を払

うよりも、サマークラスを取って終了した方が良いと Re

gister Office の方と話し合い、スケジュールを特別に調

整してもらい、慌ただしい中４月末に予定がつき、５月

９日に卒業式に参加しました。よって、この夏はサマー

クラスを大学内で取るために、アメリカに残っています。

卒業を迎えるまでにこちらで同時に就職活動を主にアメ

リカで行い、それまでに決まらなかったら日本に戻り、

引き続き就職活動を行う予定です。長くなりましたが、

私の現状をお伝えしたく連絡させていただきます。

IYEO広島デスクの皆さんも、アメリカ大学奨学金プログ

ラム参加者の旅立ちのサポートや帰国の連絡でお忙しい

と思いますが、お身体に気をつけてお過ごしください。

また今後詳しいことが決まりましたら、連絡させていた

だきます。
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8 月に卒業です！就職活動も！

阿曽加奈子@Missouri Valley College

大学入試、英語に「外部試験」TOEFL・TOEIC・英検…

2015 年 8 月 29 日 朝日新聞 Digital

大学の一般入試で TOEFL など英語の外部試験を活用する動きが広がっている。文部科学省が英語の「読む」「書く」「聞く」

「話す」の４技能を測るため、大学に導入するよう要請。大学は様々な受験生の関心を集めて志願者増を期待できるほか、全面

的に外部試験で代替すれば自分たちで試験問題をつくる手間を省くこともできる。

■コスト減に期待／上智は志願者急増

法政大は来年の一般入試から、全 15学部のうち人間環境学部など 6学部の受験者の一部(計 35人)で、TOEFL や TOEIC、英検、I

ELTSといった英語の外部試験を使って評価する。一定レベルの成績をとっていることを出願の要件とし、英語の試験は行わない。

外部試験にはほかに、日本英語検定協会と上智大が共同開発した TEAP や、GTEC などがある。入試では、出願の要件にして英

語試験をなくしたり、一定の点数以上で入試で英語を満点とみなしたりするなどの使い方をされる。文部科学省によると、一般

入試で外部試験を使った大学は 2013 年に 34校。200校以上が活用した推薦入試と比べると少ない。来年は立教大、東京理科大、

南山大、中京大などが導入を表明している。

経済界には今の英語教育への不満が根強い。大学入試では「読む」能力の測定に重点が置かれすぎているせいで、使える英語が

身につかないとの見方だ。政府の教育再生実行会議は 13年 5月、グローバル化への対応として、「聞く」「話す」「書く」能

力も測る外部試験の活用を提言。14年 9月には文科省の有識者会議が外部試験の積極活用を提言するなど、着実に「圧力」は強

まっている。ただ、大学にとっては「渡りに船」の面もあるという。ある私立大の入試担当者は「英語の問題づくりは極めて面

倒。コストがかかる。もともとやめたがっていた大学にとっては、今は国の意向を口実に作成をやめられる絶好の機会だろう」

と話す。さらに、大学関係者の間で「上智大ショック」なる言葉もささやかれている。

上智大は今年の一般入試で初めて TEAP を活用。志願者数は前年より 3千人以上増え、過去 高の 3万 1740人を記録した。来

年から外部試験を導入する私大の担当者が言う。「上智大の志願者急増は衝撃。外部試験を使えば志願者が増えるのではと、考

えていないといえばうそになる」

■「授業＝試験対策」に懸念

政府後援の「特需」に、業界は盛り上がっているようだ。大学からは「うちの試験を使ってくれと営業攻勢がすごい」「営業マ

ンが他社の悪口を言って帰るようになった」などの声が聞こえてくる。受験生にとっては長く使える資格となる点ではメリット

があるといえる。ただ、試験によっては全都道府県に試験会場があるわけではないし、受験料もけっして安くはない。金銭的に

余裕のある家庭なら何度も試験を受けられるが、そうでないと厳しい。試験の目的も、高校までに受けた教育の成果の測定では

なく、例えばＴＯＥＦＬはアメリカやカナダの大学や大学院で勉強するための英語力、ＴＯＥＩＣならばビジネスで使う英語力

の測定だ。鳥飼特任教授は「大学独自の入試が外部試験に代替されると、高校の英語の授業はただの試験対策になってしまう。

それでコミュニケーションに使える英語が身につくか疑問だ」と批判する。



「カオマンガイ」
(Khao Man Kai)

をご存じ？

カオマンガイ (Khao Man Kai)、

私がアメリカの大学に在籍し

ていた時に出会った食事で、思い出の一品です。

作ってくれたのは、同じ大学の先輩 From Thailand。そう

です！カオマンガイはタイ王国の料理なのです。今号で

は私の思い出の一品、Khao Man Kai をご紹介したいと思

います。

カオマンガイで使用される鶏肉

はタイの旧国名である「シャム」

に由来する軍鶏(シャモ)肉を使用

するのが昔は主流だったそうで

すが、現在では一般的に鶏肉が

使用されています。また、米はタイ産の「タイ米(ジャス

ミンライス)」を使用。ちなみに、Khao はご飯、Kai は鶏

肉を意味します。調理方法は鶏肉を茹で、その茹で汁で

米を炊くというシンプルな調理方法。鶏肉の茹で汁で炊

いた米に茹でた鶏肉とタレ添え、ワンプレートで出され

ます。お店で食べる際は鶏肉の茹で汁を用いたスープ(具

はほとんど入っていません)が一緒に出される場合が多く

みられます。とても素朴な料理なのですが、その調理方

は(先輩曰く)見た目の素朴さからはわからない「こだわ

り」が各家庭にあり、その作り方は代々親から子へと受

け継がれていくものなのだそうです。また、添えられる

タレもまた各家庭の「秘伝」があるのだそうです。

タイ国内では至る所でカオマンガイ専門屋台があり、調

理方法やタレにそれぞれの個性があるので、各自「お気

に入りの」カオマンガイ屋台があるのだそうです。素朴

な料理ですが、先輩が卒業する前に腕を振るって作って

くれたカオマンガイは彼女の優しさが詰まった一品でも

ありました。日本でもタイ料理店で食する事ができます。

カオマンガイを頂く際はその素朴な美味しさと共に、優

しかった先輩の事を思い出す、私にとって大切な思い出

の一品です。

後に・・・

タイではカオマンガイと呼ばれる料理ですが、マレーシ

アやシンガポールといった東南アジアでも食べられてお

り、各国それぞれに名前(呼び方が違います。例えばマレー

シアやインドネシアでは「ナシ・アヤム(Nasi ayam)」、

ベトナムでは「コム・ガー(C･m G･)」、カンボジアでは

「バーイモアン」、英語では「Hainanese Chicken Rice

(海南鶏飯という意味)」と表記されています。

“鶏飯”というと、鹿児島県や沖縄県の郷土料理にもあ

りますね！

IYEO では、カナダ・ブリティッ

シュコロンビア州ラングレー市

の公立高校に 1 年間留学するプ

ルグラムの普及啓発を開始、こ

の夏、札幌よりさっそくカナダ

に向け 3 人が飛び立ちました。3 人の出発前一言コメン

トをご紹介しましょう。3 人にとってかけがえのない 1

年になりますように！

■内間木 祐奈@Langley Secondary School

中学の頃から英語が

苦手で、高校でも英

語の授業は四苦八苦

していることもあり、

カナダで友達がつく

れるのか、ホストファ

ミリーとコミュニケー

ションがとれるか、

とても不安ですが、今回の留学は自分で「苦手なことに

もチャレンジする」という気持ちで決めたので、しっか

り結果を出せるように頑張ります！

■山岡愛理咲@Langley Fine Arts School

出発が近づいてきてワクワクしています！新しい環境で

の生活、大変なことも困ることもあると思いますが、事

前研修・オリエンテーションで学んだことを忘れずに、

自分を見失わずに、しっかり頑張ってきます！

■木村優衣@Brookswood Secondary School

予想に反して、今は、全く不安はないです！ 10ヶ月とい

う長いようで短いカナダ滞在期間ですが、楽しみつつ勉

強に励みたいと思います！
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返済不要の奨学金でアメリカ大学留学を支援！
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？

■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？

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

世界の「食堂車の」

車窓から

カナダ出発を前に、一言！！
2015 AcademicYear in Canada

カナダ・ラングレー公立高校留学



8 月 27 日夜、台湾から

７名、翌日28日の早朝、

タイから 2 名の交換留

学生たちが福岡に到着し

ました。留学生受入れ各

地デスク担当者も全員オ

リエンテーションに合わ

せ福岡へ集合し、IYEO

名誉会長・AYJ プログ

ラム担当理事の吉川氏か

らの挨拶で AYJ2015 オ

リエンテーション(第一

弾)が開幕！今年もプロ

グラムがスタートしまし

た！

先ずは全員で自己紹介

(日本語)。緊張で固い表

情でしたが、交換留学生

みんなの日本語での自己紹介はとても上手で、きっと来

日までの間、一生懸命に日本語を勉強していたのだろう

な・・と心が温かくなりました。

異文化の地、日本での生活、そしてこれから始まる交換

留学生生活に向けての心構えをしっかりとし、オリエン

テーション翌日には各就学地へ担当カウンセラーたちと

共に移動しました。始まったばかりの彼らの交換留学生

生活が実り豊かなものとなりますように！

そして、留学生を受け入れてくださったホストスクール

の先生方、ホストファミリーの皆さま、これから彼らを

一緒に見守っていただける事、心から感謝しております。
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AYJ2014プログラム さようなら、中村学園女子高校の皆さん!
梅雨入りして間もない 6 月 11 日、昨年 8 月末から福岡にてAYJ生生活を送っ

ていた Wei-Ni と Yu-Ching が帰国しました。Wei-Ni は大学受験に向けてのク

ラスが早々にスタートするため、Yu-Ching は台湾での大学生生活をスタート

するにあたり準備コース履修のため、当初の帰国予定より 1ヶ月半程早い帰国

となりました。帰国日当日の朝、2 人を約 10ヶ月間受け入れてくださった中

村学園女子高等学校が 2 人のために終了式を行ってくださり、安達校長先生

から終了証が手渡されました。また、終了式には 2 人がお世話になったホス

トファミリーの皆様も同席くださり、プログラム終了を見守ってくださいました。終了式が終わった頃、ちょうど

休み時間だったこともあり、たくさんのお友達がそれぞれの手にお手紙や色紙を持って 2 人に会いに校長室前に集

まってくれ、涙と笑顔でお別れをしてくれました。

夕方、大きな荷物を抱えた 2 人とともにホストファミリーの方々も、そして授業を終えたホストシスターたちもダッ

シュで空港へ来てくれ、大人数で賑やかに 2 人の帰国を見送りました。帰国前、2 人に「交換留学生として日本に

来た事をどう思う？」と尋ねたところ、「と～っても良かった！！」と満面の笑みを浮かべての即答でした。2 人

からこの言葉を聞いた時の嬉しさは私の宝物です。Wei-Ni、Yu-Ching、約 10ヶ月の福岡での AYJ 生生活の思い出

を胸に、これからも頑張ってね！そして、台湾と日本が良い関係を築いてゆけるよう、両国の架け橋になってくだ

さい！！

後に、今回 2 名の交換留学生を受け入れてくださった中村学園女子高等学校、ホストファミリーとなってくださっ

た同校御父兄、ホストシスターの皆様、約 10ヶ月間 Wei-Ni と Yu-Ching を温かく支えてくださり大変お世話になり

ました。多くの皆様の深いご理解と温かい支えによ

り、私たちはこの AYJ プログラムを続けることがで

きております。海外からの交換留学生を長期間、無

償で受け入れるという事は容易な事ではありません。

AYJ プログラムスタートから これまでずっと福岡

にて交換留学生の受入にご理解とご支援をくださっ

た中村学園女子高等学校に心より感謝申し上げます。

IYEO福岡 岩下小百合

K ick Off!! AYJ2015日本高校体験プログラムスタート！



こんにちは！

先日ご報告したように、この夏、インターンシップとし

て、今年から NPF(National Pro Fast Pitch) 、アメリカで

ソフトボールのプロリーグに仲間入りした Dallas Charge

という新しいチームの日本人選手通訳者として働いてい

ます。

日本の選手はアテネ銅メダリストであり北京金メダリス

トの方と、世界一と言われているアメリカのピッチャー

アボットのキャッチャーを長くやられて何度も日本リー

グ優勝をされている方、お二人です。こんなに素晴らし

いお二人に空港にお迎えに行き初めてお会いしたときは、

緊張で会話をするのが必死でした。。笑ですが、ふたり

ともとても気さくな優しい方達で、本当に安心しました！

ホームは Texas の Dallas なのですが、シーズン中ほとん

どが遠征でアメリカ中 Missouri, Chicago, Colorado, Pennsy

lvania, Ohio, Texas の北から南とを一緒に試合について回

らせてもらっていて、新しい場所にいくのが大好きな私

には夢のようなお仕事です。試合のベンチにも入らせて

いただき、ピンチのときには一緒にマウンドにあがり通

訳をするときは一番緊張します。。世界でも１位２位を

争うアメリカソフトボールを間近で観れる毎日、本当に

私はラッキーだなと実感する毎日です！ソフトボール、

また野球と違って試合進行が早くおもしろいですよ！

やはり、日本の大人社会を経験したことのない私にとっ

て、お二人とご一緒させてもらうのはいつも勉強になる

し、日本の礼儀正しさや丁寧さのすばらしさを感じる毎

日です。

日本とアメリカのスポーツに対する意識の違いがほんと

によくわかります。アメリカでの練習は長くて２時間、

日本での練習は８時間くらいは普通だそうです。やはり、

４年目で私もアメリカに慣れてきたので、アメリカでは

普通であることが、日本では普通でなかったり、また逆

であったり、もう一度学ぶよい機会にもなっています。

私の役目は一応通訳なのですが、通訳だけではなく、運

転手、マッサージ、球拾い、ツアーガイド、旅行手配な

どいろいろな貴重な経験を一流の方と毎日させてもらっ

ています。吉川さんがおっしゃっておられたように、

「計算せずに一生懸命やりなさい。そうしたら、絶対に

誰かが見ていてくるから」というお言葉を、時々自分に

思いきかせながら、でも、いつも自分のモットーである、

何事も楽しむこと。を胸に、残りの１ヶ月間頑張ろうと

思います。ソフトボールが東京オリンピックの種目に戻

るように願うばかりです！

出発前でドキドキ緊張している IYEO広島デスクからの参

加者の皆さん(AD 生達)にこんなにワクワクする未来がみ

んなにもまっていることを知ってほしいです。

IYEO広島デスクに寄るのがいつも帰国時の楽しみの一つ

です。アメリカにいるときも IYEO広島デスクの HP が心

の支えになっています。お体にはお気をつけくださいね。
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オリンピック金メダリストの
通訳インターン！

ソフトボールDallas Charge
達川貴絵＠ Black Hills Sate Univ.

世界何でもランキング

2015 卒インターンシップ注目企業ランキング

1．三井住友銀行

2．P&G Japan

3．三菱東京 UFJ 銀行

4．損害保険ジャパン・日本興亜損害保険

5．三井住友海上火災保険

6．博報堂/博報堂 JYメディアパートナーズ

7．ワークスアプリケーションズ

8．日立製作所

9．野村総合研究所

10．パナソニック

調査主体：みんなの就職活動日記(楽天株式会社)

調査対象：2015 年卒業予定生及びみんなの就職活動日記登録会員

※投票者 1 名がノミネート企業 265 社から 3-5 社を選択。

試合が始まる直前のスタジアム



◆活動報告

6/14- IYEO各地にてアメリカ大学奨学金ならびにア

メリカ・カナダ高校留学について夏の全国説

明会開催

7/下旬 AYJ14 日本高校体験プログラム参加者帰国

8/中旬 アメリカ大学奨学金プログラム参加者出発

8/24-25 AYJ 日本高校体験プログラムのタイ送出機関

A&D InterEducation 訪問・ミーティング(タイ)

8/27-28 AYJ15 日本高校体験留学参加者、台湾・タイ

より来日、福岡にて AYJ オリエンテーション

後、・各地就学地へ

8/28 AYC15 カナダ・ラングレー公立高校プログラ

ム 1 期生・ならびに AYA15 アメリカ高校交

換留学プログラム参加者出発

9/7-15 福山平成大学アスレチックトレー

ナーセミナー(Sports Medicine Aus

tralia/キャンベラ)(広島)
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IIntercultural Youth Exchange Organization Sapporo Chiba Mie Osaka Hiroshima Fukuoka Miyazaki Okinawa Vancouver Seattle Perth Brisbane Welling ton

編集後記

アメリカの大学は夏休みが長く、6 月初旬から約 3 か月。その間、アメリカ人学生のみな

らず、外国人学生も参加できるサマープログラムが広く行われてます。日本の大学は 2 学

期制、夏休みは８月からが一般的でしたが、政府の教育再生実行会議が 2013 年５月に提

言、従来の２学期制をそれぞれ２分割する 4 学期制を導入する大学が増加したことにより、第２学期

だけを休めば「夏休み」の取得がが可能、短期留学に挑戦しやすくなったようです。また、同時に海

外からの日本の大学でのサマープログラム参加者も増えているとか！ May・Sai・Akiko

季刊誌 「IYEO News Avenue Vol. 36」 2015 年 9月 30日号
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活動報告＆お知らせ

2016 アメリカ・カナダ高校留学プログラム
■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

「日本語学校」が活況!!

日本への留学希望者急増、学習塾も経営乗り出す

日本企業がアジアなどグローバル人材の採用を本格化し

ていることを背景に、外国人の日系企業への就職希望も

急増している。これを受け、日本への留学希望者も急増。

外国人留学生が就職の準備として入学する民間の日本語

教育機関「日本語学校」も活況だ。各校は受け入れ枠を

拡大するほか、少子化で経営環境が厳しい学習塾も日本

語学校の経営に乗り出している。

東京・早稲田にある日本語学校。今年４月入学で定員の

約 200 人に達したことから、受け入れ枠を 300 人に増

やす。アジアの学生が集まる東京の高田馬場・早稲田周

辺の学校には、軒並み定員を上回る申し込みがある。学

生の募集は 大年４回だが、来春まで入学の申し込みを

断るケースもあるという。

また少子化の影響で、事業の軸足を学習塾から日本語学

校に移す例もある。都内のある学習塾は、10 年前に日

本語学校の経営に乗り出した。中国人を中心に毎年留学

生を増やし、5 年前には２校目を開校。年内に塾の空き

教室を活用し千葉県に 3 校目を新設する。

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)のまとめでは、

日本語教育機関に在籍する外国人留学生(14 年 5 月 1 日

現在)は、ベトナム(15,265 人)とネパール(5,157 人)が、

前年同期に比べて倍増。ミャンマーが前年同期比 61.7

％増の 655 人。一方、 も人数が多い中国が同 3.8 ％

増の 16,607 人で小幅な増加にとどまり、韓国は同 7.7

％減の 1,837 人と減少。

日刊工業新聞 2015 年 09 月 18 日


