
AYC プログラム
カナダ留学生卒業レポート

2015 年に IYEO の AYC プログラムでカナダへ留学し、
今年 6 月に BC 州ラングレー学区の公立高校
Langley Fine Arts School を卒業した山岡愛理咲さん
（以下アリサさん）。2 年間の高校留学で様々な経験
を積み、初めて会った頃に比べてよりしっかりと成長
した彼女の姿を通して、改めて海外留学の意義を実感
しました。アリサさんから届いた留学生活についての
感想をアンケート形式でご紹介します。

Q. アリサさんが在籍した公立の Langley Fine Arts School

は芸術に特化したコースを提供する高校ですが、主に何

を学びましたか？

A. ダンス専攻です。ダンスの授業のほか、主要科目の数

学や化学もとりました。

Q. 難しかった科目は？

A. Chemistry（化学）は専門的な内容が多くて大変でした。

また、同じ理科系で Science10（科学 10）は、物理等も

含む内容で難しかったです。

Q. 逆にやりやすかった、簡単に感じた科目は？
A. Math（数学）です。日本ですでに学んだ内容が多かっ

たので、勉強しやすかったです。

Q. 宿題は出ましたか？
A. はい、プリントがよく出て、多い時は 10 枚くらい。

頑張りました！

Q. 在籍した学校のサポート体制はいかがでしたか？

A. 最初は英語力の問題もあってカナダ人生徒とコミュニ

ケーション取るのも大変でしたが、留学生担当の先生は

話しやすくて、安心できる環境でした。

Q. ホームステイの住み心地はいかがでしたか？
A. 学校には徒歩 15 分ほどで通学できたので便利でした。

ホストファミリーとの関係は、可もなく不可もなく（？）

かなと思います。留学前のオリエンテーションでホーム

ステイについては期待しすぎないようにと聞いていたの
ですが、やはり多少期待してしまったので（笑）、ちょっ

と思っていたのと違うと感じたことも多かったです。で

も、2 年目からはホストファミリーとの日常生活にも慣

れて、落ち着いて過ごせました。

Q. 留学生活のなかで最

も印象に残ったことは？

A. 先生と生徒の関係が

とてもフレンドリーで、

日本とは違うなぁと印

象に残っています。

Q. 2 年間の留学を振り

返っていかがですか？

感想をお願いします。
A. 不安もありましたが、
カナダの高校に留学し

て本当に良かったです。

英語力が伸びて、カナ

ダ人の友人もたくさん

できました。本当は

1 年だけ留学するとい

う約束だったのですが、

2 年目も留学させてく

れた父、母に感謝です！
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保護者から一言：つくづく行かせて良かったと思います。

考え方もしっかりして、大きく成長したと感じています。

私達には忘れかけている「チャレンジする勇気」を娘か

ら教えてもらいました。留学前は親も不安でいっぱいで

したが、2 年経って不安は数倍の感動に変わりました。

色々とお世話になりありがとうございました。

ＡＹＪ 2016 の留学生として、タイより参加してくれた

Ms Napavorakul Phatsawi (以下、リンちゃん)が昨年 8 月

より今日本に滞在し、たくさんの思い出を胸に７月にタ

イに帰国しました。日本に来てすぐは日本語もままなら

ず。日本語がわからなくても、感謝の気持ちと微笑みの

国のスマイルを忘れない女の子でした。

リンちゃんを成長させてくれた成田国際高校のみなさま、

本当の家族のようにたくさんの愛情を注いでくださった

小林さんファミリー、地域の方々、本当にお世話になり

ました。感謝の言葉が尽きません。そして、リンちゃん、

日本に来てくれてありがとう。

リンちゃんからの、みなさまへのお礼の手紙をお届けし

ます。

『この一年間日本で過ごしたことを伝えたいと思います。約 1

年間は色んな事を学べました。学校のことやホストファミリー

も一杯思い出がありました。ここに色んな人と出あえたり、やっ

たことない事もやって見たりとても良かったです。

私にとってこの経験は貴重な物より大切だと思います。この一

年間留学するのはいい事ばかりではなく辛い事もたくさんあり

ました。最初学校行った時に色んな事をなれませんでしたが、

自分が頑張ればできるだろうと思って、それこそ辛い事会った

時、自分が頑張る事ができました。クラスメイトみんな恥ずか

しいですけど、なるべく私に声を掛けてくれたり、日本語を教

えてくれたり、やさしい事もたくさんやってくれました。

日本の高校はお弁当食

べることは一番好きで

す！！先生方いつも優

しい笑顔を接して下さっ

たり、私のこと心配し

て下さいました。とて

も感謝しています。学

校の活動はとても楽し

かったで、体育祭や文

化祭は本当にいい思い

出でした。皆と協力が

できたりしたこと私はとても嬉しかったです。私の選んだ部活

は茶道部です。茶道部に入って優しい後輩や友達と出会えて学

校が楽しくなったり、お点前と言うお茶のやり方もできるよう

になりました。茶道部のおかけで日本語や日本の文化を学べま

した。茶道部の中で丁寧語を使って、それこそ敬語や丁寧語を

勉強しました。この一年間日本の高校に入られてとてもいい経

験でしたが、ここに学んだことはタイに貸したいと思います。

タイに戻っても絶対忘れません。

留学するの一番大事なことはホストファミリーだと思います。

私はこのホストファミリーと出会えて本当に良かったで、ホス

トファミリーのお母さんお父さんは優しいで、いつも色んな事

を教えてくださって、色んな所を連れて行ったり、美味しい食

べ物をごちそうしたり、本当のお父さんお母さん見たい存在で

した。この間のお正月 3 人で大阪行って来ました、私が日本の

色んな場所行きたかったで、行けることはとても嬉しかったで

す。また、お父さんお母さんは私が困った時に助けてくださっ

て、相談して下さいました。寂しい時や辛い事会った時も私の

事気をして、私が温かい気持ちをもらいました。ホストファミ

リーのおかけでいい人と出会えて、いろんな活動やってみて、

自分が成長しました。お母さんとお父さんのおかけで私が日本

の生活やお祭り学べたり、日本の文化も勉強する事ができまし

た。ホームステイお母さんと料理を作られて、私がとても嬉し

かったです。いつも三人でご飯を食べましたが、私の作った料

理にお母さんが美味しいってと言われてとても嬉しかったです。

ホームステイ先お父さんと色んな事をやって、面白かったです。
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Langley Fine Arts School

AYJ留学プログラム
～タイより参加～



この一年間留学私にとって時間が経つのはとても早かったです。

お母さんとお父さんおかけで私が日本語や色々な事をできるよ

うになりました。私にとって留学事はとても貴重な体験でした

が、今までもとても感謝しています。ありがとうございました！！！！』

ドイツ（ミュンヘン）／オクトーバーフェスト

第２回目はドイツ(ミュンヘン)-オークトーバーフェスト：

ビール祭りをご紹介。

みなさん、毎年 9 月中旬頃から 10 月最初の週末まで、

2 週間にわたって開催されるのが慣例になっています。

そのオクトーバーフェストに意外な歴史があるのをご存

じでしょうか。

現在の形のオクトーバーフェストが始まったのは、1810

年 10 月 12 日。時のバイエルン皇太子ルートヴィヒと、

テレーゼ・フォン・ザクセンヒルトブルクハウゼンとの

結婚式が、ミュンヘンの城壁の前の緑地で大規模に催さ

れました。パーティーには市民 4 万人が招待され、日頃

の憂さ晴らしとばかりに、秋空の下でたらふく飲みまくっ

て食いまくる。酔いが回るとあちこちで歌や踊りが始まっ

てどんちゃん騒ぎ。結婚式のハイライトは、競馬大会。
緑地の中に特設の競馬場が作られ、皇太子と皇太子妃は

ポニーに乗って優雅に競馬を観戦。出席者たちも迫力満

点の競馬で目を楽しませたのでした。パーティーは半月

ほど続きましたが、とにかく楽しかったらしい。この時

のパーティーは半ば伝説化し、どれだけ素晴らしく盛り

上がったか、ミュンヘンっ子に語り継がれるほどでした。

楽しすぎ！毎年やろうぜ！ 2 年後のバイエルン宮廷。一

昨年のパーティーの楽しさがどうにも忘れられず、「今

年もやりたい！！」と言う者が続出。とうとう 1812 年

に「競馬大会と収穫祭」という名目で第２回のパーティー

が開催されました。市民の喜びようは大変なものだった

でしょうね。実際に、オクトーバーフェストはバイエル

ン宮廷の社会還元的な側面がありました。

年々祭りの規模は拡大していき、陶器や銀器などが当た

る福引きとか、アスレチックなどの遊具施設が出来てい

き、ミュンヘンっ子の最大の楽しみの１つにまでなって

いきました。貧民にとっては年に 1 回たらふく食べられ

て、モノまでもらえる最高のシーズンだったでしょう。

毎年恒例の行事になったので、ミュンヘンでは緑地
（Wiesn ＝ヴィーズン）という単語は、オクトーバーフェ

ストのことを指すようになってしまいました。

編集者、永嶋はヨーロッパを放浪していた時、偶然にも

オクトーバーフェスト会場に行くことが出来ました。

ドイツ人たちが、テーブルの上で踊ったり、歌ったり…

大盛り上がり…会場中が沸いてびっくりしたことを記憶

しております。

日本でも定番となってきたオクトーバフェスト。

2017 年は日比谷、お台場、仙台、奈良で開催予定です。

成人した方はぜひ楽しんで頂きたいイベントです。みん

なで「プロースト(乾杯)」！！

～歴ログ-歴史専門ブログより抜粋～

～高校生コース サポート報告（札幌デスク）～

2014 年にスタートした「トビタテ！留学 JAPAN-高校

生コース」。第 3 期となる 2016-2017 の応募総数は

1,635 名／ 766 校（新高校 1 年生アカデミック・テイク

オフを除く）で、３倍以上の倍率だったようです。より

多くの学校や生徒に認知され、今回は前期よりも多くの

お問合せ、ご相談をいただきました。募集開始直後は

「どのような内容の留学をするか」についてのお問合わ

せ、ご相談が多く寄せられ、特にボランティアプログラ

ムやインターンシッププログラムが人気でしたが、ただ、

実際の海外現地の受け入れには年齢制限があったり、経

験を求められることも多く、「自分のやりたいこと、興

味のあること」と「実際にできること」が合致せず、こ

の調整に苦心するケースも。大切なことは、何か変わっ

た、珍しいプログラムに参加することをアピールするの

ではなく、「なぜ留学する必要があるのか、この留学が

今後の自分にとってどういう位置づけになるのか」とい

う根幹をしっかり考えること。「トビタテ！留学 JAPAN

‐高校生コース」への応募が、自分の将来を考えるきっ

かけにもなり、応募の準備も良い経験になるでしょう。

二次の面接後しばらくたって、サポートさせていただい

た皆さんから「パスしました！」という嬉しい報告が届

き、この原稿を書いている今はそれぞれがそれぞれの場

所で頑張っています。海外留学に興味のある高校生の皆

さん、来期の応募を検討してみては？

トビタテ！留学 JAPAN‐官民協働のもと、社会総掛かり

で取り組む「留学促進キャンペーン」です。採用される

と奨学金が支給されます。詳しくは、こちらをご確認く

ださい。 http://www.tobitate.mext.go.jp/hs/index.html
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連載 世界のお祭り第 2 回

トビタテ！留学 JAPAN



＜活動報告＞
7/22-8/6
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

＜お知らせ＞
アメリカ大学奨学金留学・2018 秋入学の早期出願は、
11 月末が期日です。夏の説明会に参加できなかった場合
は、お気軽に個別相談をご利用ください。
IYEOホームページ・Facebook では、留学体験談や説明会
情報をご案内しています。要 Check!!
URL http://www.iyeo.org
Facebookページ ＠ npoiyeo で検索！
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編集後記
今年は青森にねぶた祭りに跳人(ﾊﾈﾄ)として参加し、ねぶたの迫力を味わって来ました。

短い夏を惜しむように、乱舞する人たちによる「らっせーらー」という力強い掛け声は「夏よ、行かないで」

と聞こえてくるようでした。また、魂が吹き込まれたねぶたは自分に迫ってくるようで、テレビや写真では感

じることのできない凄みを感じました。

青森滞在中に東北電力と弘前大学が、人工知能（AI）技術を使って共同研究するという記事を読みました。病

院などで県外出身の医療者が、患者が何を話しているのかわからず、誤認するケースが少なくないためだそう

です。青森滞在中におばあちゃんに話しかけられたのですが、まったく理解が出来ず。単語すら聞き取れなかっ

たことにショックを受けましたが、あたたかい響きの津軽弁はこれからも伝承してほしいと思いました。

温暖な気候の千葉にはないお祭りを通して異文化体験ができた夏休みでした。

あなたはどんな夏休みの思い出が出来ましたか？ IYEO 千葉 永嶋
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活動報告＆お知らせ ～なんでもランキング～

THE 世界大学評判ランキング！

2017 年 6月 14日、Times Higher Education(イギリス)

による THE 世界大学評判ランキング 2017（世界大学

世評ランキング 2017）」が発表されました。

最新の TOP 10 をご紹介！

1 位は、アメリカのハーバード大学。これは 7 年間連

続で、同ランキングの TOP100 に、アメリカからは計

42校がランクイン。これは世界最多です。日本の大学

は、11位の東京大学、25位の京都大学をはじめ、TOP

100 に 6校が入っており、中国、ドイツと同数です。

1.Harvard University（アメリカ）

2. Massachusetts Institute of Technology（アメリカ）

3. Stanford University（アメリカ）

=4. University of Cambridge（イギリス）

=4 .University of Oxford（イギリス）

6. University of California, Berkeley（アメリカ）

7. Princeton University（アメリカ）

8. Yale University（アメリカ）

9. University of Chicago（アメリカ）

10. California Institute of Technology（アメリカ）

THE 世界大学評判ランキングは、世界の大学を国際的

な評判や認知度などでランク付けしたもので、日本で

は一般的ではない海外の大学名も含まれていますが、

世界的に見た場合、日本国内の難関大学よりも遥かに

高く評価されている大学ということになります。海外

の大学に進学・留学を考えている方は、ぜひ THE 大学

評判ランキングのチェックを！

https://www.timeshighereducation.com/

今すぐ知りたい！

2018年アメリカ大学奨学金留学
/カナダ・アメリカ高校留学

お気軽に IYEO ホームページより
資料をご請求ください。

URL http://www. iyeo.org
お問合せは、IYEO 各地デスクまで

フリーコール 0120－ 52－ 9686

札幌会場では、昨年渡米

しミシガン州の大学に在

籍している奨学金留学・

19 期生が体験談・大学

を紹介してくれました！




