
◆奨学金プログラムに申し込む前から「大学は海外へ」

という思いがあったので、英語対策として文法の基礎復

習、英語を使用するボランティアに参加する、事前英語

研修に早めに取り掛かるなど自分なりにやっていました

が、アメリカに着いて「アメリカ人の英語が聞き取れな

い」ことに結構へこみました。へこんだままでは前進し

ないので、気力を振り絞って（？）、アメリカ人生徒に

自分から積極的に話しかける、アメリカ映画を DVD 等で

みてスラングや今風の言い回しを自分のものにしようと

やり続けました。少しずつでも向上している手ごたえが

感じられるようになったので、継続は力なりを信じて続

けています。

◆出発前は事前英語研修と英語の文章を読む練習は必要

だと思い、インターネットの英語版ニュースに目を通し

たりしましたが、 初は難しくてやる気がしなくなりま

した（笑）。同じニュースを 初は日本語で読み、後で

英語を読むことからはじめて、少しずつ慣れていったと

思います。希望の大学は英語コースがないので TOEFL ス

コアが必要でしたが、大学が求めているスコアに届かな

かったため、まずは第 2 希望の大学で ESL クラスをとり

ました。その大学もとても良い環境なので学部課程に進

みましたが、今は専攻も絞れてきたこともあってトラン

スファーを予定しています。とにかくできるだけ早く TO

EFL対策を始めたほうが良いです！

◆カナダ・ラングレー学区の公立高校に留学しています。

出発前は本当に英語に自信がなくて、学校の英語も特に

好きじゃなかったし、「海外の高校に行ってみたい」と

いう気持ちだけで留学を決めました。なので、出発前は

自己学習ではどうにもならないので（何をやれば良いの

かわからない）家の近くの英語スクールで中学からの復

習をしました。全く自信ないままカナダにきて 初は何

言ってるのかわからないし、本当に大変だったけど、今

はホストファミリーと過ごす時間も多いので会話の力が

ついたかなと思います。ここにいると自分で動いたり話
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アメリカ奨学金留学や高校留学の説明会などで『英語力はどのくらい必要？どうやって対策したら良いの？』とい

う質問が良く出るのですが、留学開始前、準備段階における最大の関心事ではないでしょうか。今号では、現在奨

学金プログラムやカナダ公立高校留学プログラムで奮闘中の皆さんにご協力いただいて、出発前から今現在、どう

やって対策しているのか体験談を特集しています。参考になること間違いなし！

特集 留学出発前・開始後の英語力向上対策
～留学体験者からの声～



さないと何も進まないので。学校の勉強も大変だけどや

りがいがあって、ホストファミリーが色々アドバイスし

てくれるので毎日充実しています。

◆奨学金プログラムで Webber International University に

在籍しています。ここで前セメスターのことを振り返っ

てみます。ん〜・・・。 初は死にました。（笑）正直、

初の一、二ヶ月楽しいことなどありませんでした。ア

メリカに到着する前の自分が思い描いていたこと全てが

現実にはありませんでした。これは全て自分の責任でし

た。それは自分の英語力です。 初の困難は空港からで

した。どこに行くべきなのか分からず、空港のスタッフ

に手振り身振りで尋ねました。しかし僕の英語では全然

伝わらずスタッフの人に笑われました。そして入国審査

のときにも、当然英語が伝わらず、自分のカードに大き

く「NO ENGLISH」と書かれ別室に連れて行かれました。

大学に着き、オリエンテーションに参加したときも何も

理解できませんでした。そのとき僕はみんながエイリア

ンに見えました。（笑）これらの責任は全て自分にあり

ました。後悔だけが頭に浮かんできました。そのときの

状況を抜け出す方法は一つしかありませんでした。勉強

をするとういうことです。英会話の勉強を毎日しました。

そして、英語で毎日話しかけました。これを毎日毎日、

続けました。時間もかかりました。何があっても続けま

した。そして今、まだまだ下手くそな英語ですが確実に

成長しています。英語で夢を見たときは嬉しすぎて、泣

きそうになりました。そして ESLに合格することができ、

今回のセメスターからレギュラースチューデントになり

ます。４ヶ月前を振り返ってみると、僕はたくさん恥を

かきました。しかしこの４ヶ月で、それを成長するため

のモチベーションに変えることができるようになりまし

た。そして今回のセメスターもたくさん恥をかくことに

なるでしょう。しかし、また成長できるということです。

このセメスターも自分にとって価値のある時間にしたい

と思います。今年もたくさんイジメられてきます。(笑)

Q：どんな時に電子辞書を使
いますか？
A：知らない単語を調べる時
に使います。

それだけではもったいない！！

単語を調べる以外にも、そして調べ方にも便利な使い方

があるのです。そこで電子辞書を活用し、効率よく学ぶ

ための方法をいくつかご紹介します！

【その１】複数の単語を調べたい時

初の１つの単語を調べた後、初期メニューに戻って

（画面を切り替えず）次の単語を調べなくとも、前に調

べた単語の意味を表示したまま次の単語を入力すれば２

番目に調べたい単語を調べることができます。

【その２】「成句検索」・「例文検索」を使うと成句自

体の意味がわかる。

例えば、I told my daughter to keep her nose clean from

now on. という文章の“keep her nose clean”の意味を

調べたい時、「成句検索」を選択し、「keep&nose&clea

n」と入力し、訳または決定ボタンを押すと“きちんとす

る”と訳されて表示される。要するに、I told my daughte

r to keep her nose clean from now on. ＝ 娘に今後はき

ちんとするように言った。と理解できるわけです。

もし、「成句検索」で調べてもわからなかった時は「例

文検索」を使ってみてください。

【その３】「例文検索」を使ってみよう。

（ ）に補う単語は？

“She has no ( ) for direction.”

①Eyes ② head ③ neck ④ nose

①～④の選択肢、いったいどれを選ぶべきだろうか？？

という時

「例文検索」を選択し、「have&direction」と入力し、訳

または決定ボタンを押すと、いくつかの例文が表示され

るので、表示された候補から答えを絞る。

【その４】スペルが微妙にわからない・・スペルの 初

と 後だけは何となくわかるけれど・・・

t が１つだったかな？２つだったかな？？／ｒは１つだっ

たかな？２つだったかな？？というような時は！？

例えば・・・

“地中海の：mediterranean”のスペルを確かめたい／思

い出せない時は・・・

先ず「英和辞典（または英英辞典）」を選択し、 初の

（覚えている）「medit」と入力。その次から微妙に覚え

ていない／確かめたい（“r”が１つだったか、２つだっ

たかがわからない）ので、「＊ｒ？ nean」と入力し、訳

または決定ボタンを押すと、「該当候補がない」と出る

が、めげずに「？」にカーソルを合わせて訳または決定

ボタンを押すと・・・うろ覚えだった mediterranean に

たどり着ける。
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電子辞書 使いこなせてますか？



このように、電子辞書を使って調べる方法は単純に知ら

ない単語を入力し、訳（または決定）すれば意味がわか

る というシンプルな使い道だけではなく、成句も調べ

られるし、（ ）埋めの問題も解けるし、うろ覚えなス

ペルを確認できるし。。。と便利機能があります。

まずはお手持ちの電子辞書を使って今回ご紹介した方法

を試してみてください！

これら 4 つのパターンの調べる方法をマスターするだけ

でも、語学学習に役立てることができるでしょう！！

Academic Year in Japan

昨年の 8 月末からスタートした留学生たちも日本での高校

生活は残すところあと１学期。

ドキドキしながら異国の地、日本で高校生活をスタート

した留学生たちがこれまでを振り返ってのコメントをく

れましたので、〝生の声″をお届け！！

「クラスでも友人が出来、部活も楽しいです。」

「日本のお正月を体験し、お餅だけではなく色々な食べ

物やお菓子などを作った。」

「積極的に日本語の勉強をしている。理由は日本の大学

に将来入学したいから。友達と日本の大学に進学する約

束をした。」

「日本語検定試験を受けたい！」

「学校の授業中、日本語の教科書や辞典などから色々な

文法を学んでいる。」

「 初は日本語ぜんぜん話せなかったけど、今はかなり

分かるようになった。（ホストファミリーとの会話を通

じて日本語が上手になった。）」

「日本の高校生の友達と LINEを交換した。そして一緒に

ラーメンを食べに行く約束をした。」

「毎日が楽しい。今日の楽しみを毎日考えている。」

「テストが心配！泣」

「日本の大学受験についての本など一生懸命に勉強して

いる。」

「日本語をより理解しよう、笑顔とともに友人をたくさ

ん作ろう・・・と現在たくさんの努力をしている！！簡

単な事ではないが、楽しみを見つけて今後も挑戦をして

ゆく！」

「あと残り 6ヶ月間、私はもっと進撃したいです！」

「今の時間は人生一番幸せです！」

「小さい目標かもしれないけれど、新たな目標ができた。」

「少しずつだけど頑張っている。目標が叶うととても嬉

しい。」

「学校での時間（授業の時間・クラスの友達との時間、

部活動の時間）、ホストファミリーとの時間、日本にい

る間の時間を 後まで大切にしていきたい。（する！）」

それぞれが各地域で日々、有意義な経験をさせて頂いて

います。外国語である日本語を使っての生活、“異国の

地”である日本での生活。戸惑う事も多くあったかと思

いますが、今では皆元気に各地で頑張っているようです。

そして今回は留学生たちをホストしてくださっているホ

スト校・ホストファミリーの方々からもコメントを寄せ

ていただきましたので、ご紹介いたします！

「留学生の受け入れと仕事との両立、バランスがとても

大切。余裕を持つ事が必要だけれども、海外の人々、異

文化はとても刺激的！」

「家族が増え、楽しい団欒の時間が増えた。」

「若い人達との生活で英気が養われている。」

「アジア圏からの留学生は私たちと同じく米を食べる文

化なので、食事の心配があまりなく、良かった！と思う。」

「留学生の貪欲な“学びの姿勢”にクラス全員が刺激を

受けている。」

「 近（特にテスト前）、生徒達が留学生に勉強を教え

てもらっている。（面目ない！！）」

「学校に留学生が居てくれることで、生徒たちは異文化体

験が可能となっている。」

「長期間 留学生を受け入れる事で強い友情や絆が築かれ

ているように感じる。」

「コミュニケーション（意思疎通）の方法をお互いに工夫

している場面を見かけると、留学生の受入れをしていて良

かったと思う。（コミュニケーション能力向上につながっ

ているように感じる。）」

「外国語をどのように習得してい

るのか、異国の地で生活する事と

は・・・等、留学生からヒントを

得る事は多くあると思う。（海外

留学を考えている生徒にとっては

良い勉強になっていると思う。）」
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AYJ生（留学生）たちの今
～スタートから半年以上経って～



彼らが元気に留学生生活を送れているのは、受入てくださっている

ホスト校・ホストファミリーからの日々の支えがあるからです。彼ら

の日本での生活を温かく支えてくださり心より感謝しております。

彼らにとっての今は永遠の宝となる事 間違いありません。

留学生たちの日本での高校生活も残すところあと１学期。最後ま

で皆元気で頑張れ～！

そして、ホスト校・ホストファミリーの皆さま最後までどうぞよろしくお

願いします！！

AYJ2015 の短期留学生として、オーストラリアからの Miss

Esther Hamilton（当時 15 歳）が４週間の日本での異文化体

験に来ました。

日本のいろいろな文化に興味を持ち、高校進学までの休暇

中の約１カ月を、日本で過ごしてみたいという希望を持っ

た、とても明るい女の子です。

初めての一人での海外フライトということもあり、乗り継

ぎの羽田空港で JAL のグランドスタッフのアシストもあっ

て、12 月 2 日午前、無事に広島空港で出迎えることが出来

ました。

その足で、ホストスクールである広島文教女子大付属高校

に向かい、石井校長先生、担当の河合先生と顔合わせ。そ

の後、部屋をお借りして、２時間ほどの事前オリエンテー

ションを実施し、夕方にはホストファミリーの小松様のお

母様が到着。いよいよ４週間の日本体験が開始しました。

広島文教女子大付属高等学校では、冬休みまでの 3 週間の

間、特別なカリキュラムを組んでいただき、通常の授業体

験の他に、課外活動として広島の世界遺産である平和記念

公園の見学やお好み焼き製造体験、また県北の古民家訪問

など、さまざまな体験をする機会を与えてくださいました。

また、生徒との交流の時間など、本当にご配慮の行き届い

た受入をしていただきました。

冬休みに入り、小松ファミリーでのクリスマスパーティな

ど、とても充実した、そして母国とはひと味違ったクリス

マスホリデーを楽しんでもらうことができました。

12 月 30 日、たくさんの思い出を胸に、オーストラリアへ

の帰国の途につきました。

小松ファミリーとの別れのとき、やはり涙、涙・・・（私

はこういう場面に極めて弱い！）

後になりましたが、この短期留学生の受入、ホストファ

ミリー探しなど、多大なご協力を賜りました、広島文教女

子大付属高等学校の石井校長先生、ご担当いただいた河合

先生をはじめ、多くの皆様に大変お世話になりました。

また、４週間、家族の一員として暖かく受け入れていただ

いた小松様、この場を借りて、感謝の言葉を贈りたいと思

います。

本当にありがとうございました。

IYEO 広島 谷川裕之

文部科学省は英語力を国が統一して図るテストを開始。

その結果、高校３年生（約 9 万人が受験）は 7 ～ 8 割が

中学レベル（国際指標）とされる英検 3 ～ 5 級程度の英

語力（14 年度とほぼ同じ結果）。

また、今年度初めて全国の国公立中学 3 年生にも測定テ

ストを実施。結果は、（中学卒業時の目標とされる）英

検 3 級程度に達した生徒は 2 ～ 4 割程だった。

国が目標とするレベルを達成した生徒の割合は「書く」

は 43.2%、一方で「聞く」は 20.2%と、技能によってば

らつきがあり、4 技能（読む・聞く・書く・話す）がバ

ランスよく身についていないことも分かった。

文科省は「中学卒業時に英検３級以上が 50 ％」を目標

としているが、15 年度の結果は高校３年生の 7 ～ 8 割

が中学卒業レベル以下の英語力ということが判明。また、

中学３年生の 2 ～ 4 割しか中学卒業レベルに達していな

い結果となった。19 年度から英語力をバランスよく向上

させるため、4 技能（読む・聞く・書く・話す）を測る

全国テストを開始する。

2016/02/02 Fuji News Network, 2016/02/03 朝日新聞朝刊より
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AYJ短期留学プログラム
Esther Hamilton さんがオーストラリアから参加

15 年度 英語力測定テスト

（高３・中３）の結果発表



トビタテ！留学 JAPAN
～世界、日本、そして自分を知る最高のチャンス ～

2013 年に文部科学省を中心として始まった官民協働の

海外留学支援制度です。その大枠の中で、奨学金を出し

て学生を海外へ送るプログラムが「トビタテ！留学 JAP

AN 日本代表プログラム」というものです。2020 年まで

の 7 年間で約 1 万人の高校生、大学生を派遣留学生とし

て送り出す計画です。また、留学によって得たさまざま

な経験を、色々なかたちで日本の将来に貢献する役割を

担っています。

政府だけでなく、幅広い民間企業(181 社) からの支援や

寄附などにより、意欲と能力のある若者全員に留学機会

を与えるため、支援人数がなんと 300 人→500 人に増員

されました！

高校生コース第１期応募者数

514 人 ⇒ 合格者数 303 人(男 85 人女 218 人）

ちなみに都道府県別合格者数ＴＯＰ３は以下の通り。

１位 東京 ４２名

２位 兵庫 ２７名

３位 京都／大阪 ２４名

＜留学先＞

＜分野別＞

＜期間別＞

留学の目的は様々・・・・

●アメリカ 留学期間 28 日（高校 3 年生 女）

ミュージカル女優を目指し、ニューヨークで様々なジャ

ンルのダンスレッスンを受け、本場のミュージカルの見

学に行った。

●オーストラリア 留学期間 68 日（高校 2 年生 女）

将来航空エンジニアを目指しており、ホームスティをし

ながら現地の高校で数学や物理、化学を英語で学んだ。

●イギリス 留学期間 16 日（高校 3 年生 女）

ロンドンの芸術大学でイベントデザインについて学び、

複数のイベントのリサーチ・企画・プレゼンを行った。

語学+αを経験できる留学はとてもやりがいがあります

ね。自分の趣味にとことん熱中することや、人の役に立

つことができる喜びがあるからこそ、語学の上達の助け

になるのだと思います。あなたのαはなんでしょう？他

の人には真似できない、自分らしい留学のプランを立て

てみませんか？

Vol. 37 IYEO News Avenue Early Summer, 2016

5



今年はお花見をしましたか？

春の風物詩である桜。

アメリカではワシントン D.C

のポトマック湖畔やニューヨー

クのセントラルパークの桜が

有名ですが、実は様々な国で

お花見がたのしまれておりま

すので、ご紹介いたします。

世界各地でも桜が咲いている

と思うと、とてもうれしいも

のですね。

■バンクーバー(カナダ)

見ごろ：3 月～ 5 月上旬

街中には日本から贈られた桜の木が街中に 4 万本以上植

えられており、種類の異なる桜の花々がそれぞれの開花

時期に次々と街を彩る。また、毎年 4 月に「Vancouver

Cherry Blossom Festival」というイベントを開催。約 1 カ

月間に渡り、コンサート、日本文化・日本食を楽しめる。

■ボン(ドイツ)

見ごろ：4 月上旬

街のいたるところで八重桜を楽しめる。住宅街の道の両

側に桜の木が植えられており、満開になると濃いピンク

の桜が空を覆いかぶさるように咲き乱れる。

■パリ(フランス)

見ごろ：4 月中旬

フランス・パリの「ソー公園(Parc de Sceaux)」は、パリ

市内から地下鉄で足を運べる立地の公園。公園内には白

い桜が咲くエリアとピンクの桜が咲くエリアがある。

■ストックホルム(スウェーデン)

見ごろ：4 月末王立公園

「クングストレッドゴーデン」では日本から贈られた八

重桜を鑑賞できる。現地の日本人会が「桜祭り」を開催。

太鼓演奏や、和菓子の販売、アニメのコスプレショーな

ど、さまざまな日本文化を体験できるプログラムを行う。

■ソウル(韓国)

見ごろ：4 月中旬頃

ソウル市 大の川漢江(ハンガン)に浮かぶ人工島・汝矣島

(ヨイド)は、国会議事堂や証券取引所などが立ち並ぶビジ

ネス街。島の中央を横断する汝矣島公園では、桜をはじ

めチューリップやツツジなど、色とりどりの花が咲く

オンライン旅行情報メディア「Travelzoo」世界の桜の名所 5 選」より
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「世界の桜の名所」
～ cherry blossom viewing spots in the world ～

世界のお祭り(1)

2016 年より、世界のお祭りについて連載を開始し

ます！第 1 回目は、IYEOの Academic Year in Japan

（AYJ）にて日本へ留学する生徒が増えているタイ

のお祭りをご紹介！

タイ（バンコク）－ソンクラーン／水かけ祭り

「ソンクラーン」とは、旧暦でタイのお正月のこと

で、太陽の軌道が 12ヶ月の周期を終えて新たに白

羊宮に入る時期を祝うお祭り、別名「水かけ祭り」

として知られています。

もともとは、仏像や仏塔、家族の年長者などの手に

水をかけてお清めするという伝統的な風習があるの

ですが、近年ではそれが転じて、タイ国民だけでな

く外国人旅行者を含む通行人同士が水を掛け合って

楽しむという一大イベントとなっています。毎年 4

月 13 日～ 15 日に行われ、この期間は祝日にも定め

られていますので、街中では休業するお店も。

また、バンコクに働きに出ている人たちが一斉に帰

省するため、交通機関も大変混雑するようです。

この期間にタイ・バンコクへ旅行する場合は、「水

をかけられてもOK」という服装、心構えで滞在を

楽しみましょう。



「いい大学を卒業すると将来、幸せになれる」と思いま

すか？」

“とてもそう思う／まぁそう思う”と回答した割合は・・・

●小学生：78% (前回の調査よりも 17㌽増)

●中学生：61%（前回の調査よりも 16㌽増）

●高校生：51%（前回の調査よりも 13㌽増）

「将来、一流の会社に入り、一流の仕事につきたい?」

“とてもそう思う／まぁそう思う”と回答した割合は・・・

●小学生：71% (前回の調査よりも 11㌽増)

●中学生：58%（前回の調査よりも 9㌽増）

●高校生：63%（前回の調査よりも 11㌽増）

＊前回の調査は 2009 年に実施

ベネッセ教育総合研究所が昨年、全国 3 地域の小学 5 年

生、中学 2 年生、4 地域の普通科高校 2 年生を対象に調

査を実施したところ（計 9726 人が回答）、上記の調査

結果となった。

ここであなたも自分自身に問いかけてみましょう！

「あなたにとって“いい大学”とはどんな大学ですか？」

世界規模で考えると、たくさんの大学があります。とい

うことは、それら全てがあなたにとっての“選択肢の範

囲”ではないでしょうか！？！

“いい大学”・・・様々な観点から、理由から“いい大

学”と高い評価の大学も世界中にはたくさん存在します。

“あなたにとって”、“いい大学”とは？？

そして その“あなたにとってのいい大学”は、どこに

あるのでしょう？

【活動報告】

3 月 13 日

●アメリカ大学奨学金プログラム 札幌説明会開催

3 月 25 日～ 4 月 5 日

●広島女学院中学高等学校 University of Mount Union 研修

（広島）

3 月 27 日

●アメリカ大学奨学金プログラム 広島説明会開催

4 月 1 日～

●アメリカ高校交換留学プログラム 31 期生募集開始

4 月 3 日

●アメリカ大学奨学金プログラム 宮崎説明会開催

4 月 3 日

●アメリカ大学奨学金プログラム 福岡説明会開催

4 月 10 日

●アメリカ大学奨学金プログラム、アメリカ高校交換留

学プログラム、カナダ公立高校留学プログラム 千葉説

明会開催

「アメリカ大学奨学金プログラム」
「アメリカ・カナダ高校留学プログラム」
説明会・開催報告

今年も 3 月 13 日～ 4 月 10 日にかけて各地で説会を開

催しました。たくさんのご来場、ありがとうございまし

た。説明会に参加できなかった方の個別相談は随時各デ

スクにて対応していますので、お気軽にお問合せくださ

い。また、次回の IYEO一斉説明会は夏に開催を予定して

います。日時などの詳細は、決まり次第 IYEOホームペー

ジでご案内しますので、ぜひチェックを！
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幸せになるためには？

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

活動報告＆お知らせ



私たち、IYEO 青少年異文化交流推進協会は、海外からの

高校生の交換留学の受け入れを行っており現在も、台湾

とタイからの高校生が国内の各地で就学しております。

そのうちの数名は九州で就学しており、1 名は今回の地

震にみまわれた熊本の高校に就学しております。

大きな被害を出した今回の熊本を中心とした地震ですが、

彼ら高校交換留学生と、その受け入れをしてくださって

いるホストファミリーのご家族の皆さんは全員無事です。

被災地の皆さんに心からお見舞いを申し上げるとともに、

少しでも早い復旧をお祈り申し上げます。

なお、私は出張に出ており本部を離れておりましたが、

熊本出身の IYEOメンバーは自分の家族が被災し連絡が取

れない中、地震発生の直後に熊本のホストファミリーと

連絡を取り、安否確認を終え、IYEO本部スタッフはそれ

を即座に台湾の提携機関に知らせて留学生のご家族に一

報を入れてくれました。彼らにも感謝の念を申し添えた

いと思います。

特定非営利活動法人

青少年異文化交流推進協会

理事長 吉川浩司

～ IYEO 福岡デスクよりご報告 ～

理事長とともに、熊本の高校で就学中の台湾人留学生：

ウェンカイを迎えにいき、4 月 20 日、彼は福岡発のフラ

イトで台湾へ一時帰国しました。熊本でとても頑張って

いたウェンカイ、 初の地震の後、「ホストファミリー

と一緒に居る」「自分は男だから、避難する必要がある

時はその手伝いもできるし、揺れでものが散乱してしまっ

た部屋を片付けるなり、何かしらのチカラになれると思

うから、自分はここ（ホストファミリー宅）に残りたい」

とまで言ってくれましたが、まずは心配するご両親の元

へ一度帰ろうと納得してもらいました。

彼を受け入れてくれていたルーテル学院高校は 4 月いっ

ぱいの休校が決定していますが、「また明日！」といつ

ものようにクラスメイトと別れたままのウェンカイがこ

こに戻れる日がくることを今は祈りたいと思います。

IYEO福岡／岩下小百合
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Intercultural Youth Exchange Organization Sapporo Chiba Mie Osaka Hiroshima Fukuoka Miyazaki Okinawa Perth Brisbane Wellington

編集後記
今号は新しいメンバーでお届けしました。

ＩＹＥＯ各地デスク、お互いの顔が見えない中でもスカイプで相談しながら、意見をひとすじのもの

にまとめることができるのだろうか？と一抹の不安を抱いていましたが、様々なコンテンツをそれぞ

れの観点、考え方、意見を交換しながら、完成させることができました。この広くて狭い日本、世界、

前向きな気持ちを一筋にまとめることができれば、形ある結果やよろこびが生まれるのだと確信しま

した。

私自身、自分以外の誰かと接することが異文化交流だと考えています。あなたの人生が異文化をイン

プット、アウトプットしながら、より広く、深い、すてきなたくさんの思い出が出来ますように。

IYEO千葉/永嶋
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熊本地震

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


