
Dean's List に自分の名前が！！

大塚奈波さん（広島県）＠ Iowa Wesleyan University

2016 年 9 月入学

お久しぶりです。お元気ですか？

夏までは週に一度お会いしていたのに、最後にお会いし

てからもう 4ヶ月経つと思うと不思議な感じがします。1

2 月 8 日から冬休みがはじまり、今日やっと全ての成績

が出たので、今学期のご報告を、と思いメールを書いて

います。

今学期は初めてのアメリカ、初めての留学、初めての大

学授業、とすべてが新しいので、まず慣れることから始

めようと思い、あまり難しいクラスはとりませんでした

(私にとっては難しいものだらけでしたが、笑)。

音楽(ギター、ピアノ)・数学・世界宗教・ビジネス・英

語・大学のことを学ぶ講義(一年生に必須のもの)をとっ

ていて、数学は吉川さん*が言われていた通り、簡単で、

最後まで簡単のまま終わってしまって、少し物足りない

気分でした。ですが、授業内容はとても面白くて、数学

のクイズ大会をしたり、教室中に問題を貼ってクイズラ

リーのように解いたり、と教授が授業を楽しくしようと

してくれているのがよくわかるものでした。

英語はいちばん下のクラスだったので、プレイスメント

テストの結果が悪くて、余分な(英語力があれば取らなく

ていい)クラスをとってしまったと少し後悔していました

が、いま思えば私には必要なクラスだったと感じます。

その英語のクラスのおかげで留学生の友達ができて、ク

ラスで発言することを恐れなくなって、これからアメリ

カで生き延びるための良い刺激をもらえたと思います。

苦戦したのは世界宗教とビジネスでした。世界宗教は宗

教にまつわる詩や文章、記事などを読んで感想文を書く

課題があり、出発前の事前研修や奨学金協会に出したエッ

セイで"書いた"ことはあってもまだまだ慣れておらず、

週に一度のその課題にたくさん時間を費やしました。で

すが、今思うと初めのときよりもすらすら文章が出てく

るようになって、あまり時間がかからなくなった気がし

ます。教授が留学生の宗教についての話を聞くのがとて

も好きなようで、興味津々で採点してもらえたのも、運

が良かったのかもしれません。フィールドトリップと称

して、いろんなお寺や宗教にまつわるセンターに行くこ

ともできて、苦しんだ授業ではありましたが、同時にい

ちばん好きな授業でもありました。

ビジネスで苦しんだことは週に一度のグループプレゼン

です。学期中に 3 回ある 6-7 分程度の個人のプレゼンよ

りもグループプレゼンのほうが辛かったのには訳があり

ます。"パートナーがなにもしない"んです。アメリカ人
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とエクアドル人と私のグループでしたが、ミーティング

には来ず、課題はせずの 2 人だったので、最初から 2 人

を信じず、グループで出す課題はすべて自分で済ませま

した。グループでのプレゼンはほかのグループよりも劣っ

ていると感じましたが、最終的には A をもらうことがで

きました。A を見たときは嬉しすぎて叫びました！吉川

さん*がいつも、自分の人生を他の人に左右されてはい

けない。と言われていたのをプレゼンの度に思い出して、

グループも変えずに最後まで諦めなくてよかったです。

来学期は講義（レクチャー）タイプの授業を 3 つとるつ

もりでいるので、忙しさが増すと思うのですが、なんと

かやっていこうと思います。

＊吉川さん…IYEO 理事長（広島デスク）

＜追伸！＞

先日、一学期目終了のご報告をさせていただいたのですが、ま

たお伝えしたいことができたので、メールを書いています。

成績は冬休み中にわかっていたのですが、Dean's l ist が公開さ

れたのがつい最近で、私の名前もその中にあり、1週間ほど前

に certificate をもらいました！頑張りを認めてもらえたような

気がして、とても嬉しかったです。自分の自信にもなりました

し、これからも頑張ろうという気持ちにもなれました。

素晴らしい環境で充実した大学生活！

小野寺晴香さん（北海道）＠ Aquinas College

2016 年 9 月入学

こんにちは。お久しぶりです。少し遅くなってしまいま

したが、あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。お元気にしていますか？

私は、充実した日々を過ごせています。

アメリカでの初めての学期が終わり、冬休みももう少し

で終わり、月曜日から新学期が始まるので近況報告をし

たいと思いメールしました。

秋学期の初めは授業、予習、復習、大学のシステム、日

常生活など一つ一つが新鮮で慣れず、毎日がとにかく必

死でした。しかし、少しずつリズムを掴んで後半は大分

落ち着いて物事に取り組めるようになったと思います。

勉強だけでなく、クラブ活動、ボランティア、大学のイ

ベントにも積極的に参加するようにし、たくさんの貴重

な経験ができたと思います。

成績は、力を入れて取り組んでいた環境学がB+で悔しかっ

たですが、それ以外の科目では全て A を取ることができ

ました。サポーティブな環境で思う存分勉強ができるの

は本当に恵まれたことだと感じました。

来学期は、哲学入門、スペイン語、数学、ライティング、

世界危機（政治学）、ドローイングのクラスを取ります。

前学期より忙しくなりそうですが、学ぶことを楽しみな

がら頑張ろうと思います。

たくさんの素晴らしい人達に恵まれて、質の高い教育が

受けられて、Aquinas に来ることができて本当によかっ

たと感じています。

仲間に恵まれ楽しい毎日！

瀬上 良菜さん（福岡県）＠Cambellsville University

2017 年 1 月入学

アメリカに来てから 1ヶ月半ぐらい経ち、ようやく色々

なことに慣れてきたところです。

クラスは毎日 5 つ受け、宿題ももちろん大変です。

夜中、朝方までかかることもしばしばで宿題に毎日追わ

れています。

休みの日も宿題をして一日が終わることもよくあります

が、友達と切磋琢磨しながら毎日のクラス、宿題をこな

しています。

アメリカ人ルーミー（ルームメイト）のおかげでアメリ

カ人の友達もでき、バレンタインの日はホームパーティー

に招いてくれ、この前は一緒にご飯を食べに行ったりと、

良い友達関係も築けています。

アメリカ人学生にも同じ日本人留学生にも、他の国から

の留学生友達にも恵まれ、大変だけれど楽しく充実した

毎日を送っています。

夏休みの一時帰国まで残り 3ヶ月ほど、来てよかったと

思えるよう頑張ります！！！
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短期 AYJプログラムの参加リポート

～千葉デスクより～

2016 年 11 月、パースデスクよりオーストラリア人高校

生が千葉にやってきました。5 週間という短い期間でし

たが、何事にも果敢にチャレンジしていたシャーロット。

学校の先生方、クラスメイト、ホストファミリー、また

地域の皆さんのおかげで、たくさんの楽しい思い出を作

ることができたようです。以下、シャーロットから日本

語で届いた（！）体験記をご紹介します。

「こんにちは！私は紗露音・シャーロットです。5 週
間日本の高校を通って、ホストファミリーの家に泊まり

ました。最高の経験をしました！

木更津高校で沢山の新しい経験をしました。例えば：沢

山の友達を作ったり、日本の学業をしてみたり、英語の

部活を通ったり、靴のロッカーを使ったり、可愛いセー

ラーの制服を着たり、新しい体育のクラスに通ったり、

しました。私は日本の音楽が好きなので、新しい友達と

一緒に三回カラオケに行ってきました。皆は凄く優しかっ

たから、また会いたいです！（会わなくちゃ！）

驚いた事は、学校に長い時間いて、多くのクラスがあっ

たことでした。オーストラリアで 5 つのクラスだけだか

ら、とても違うと思いました。そして、高校の菅理人は

学生ですから、またびっくりした。オーストラリアで菅

理人がいるから、学生は学校を全然掃除しません。学生

が毎日学校を掃除するから、高校がいつも綺麗でした。

凄いと思いました！

ホストファミリーはとても面白くて優しかったです。私

は嵐というポップグループが好きなので、毎晩、嵐のテ

レビ番組を見せてみてくれました。ホストお母さんはい

つも美味しい晩ご飯を作りました。もうオーストラリア

に帰ってきたから、ホストお母さんの食べ物が恋しいで

す。日本に行った時、沢山健康的な食事を食べたから、

５キロやせました。私はとてもびっくりしました。

そして、ホストファミリーは私と多くの有名な所に連れ

て行ってくれました。例えば：

秋葉原、浅草、新宿、渋谷、

原宿。原宿で松潤の写真を買っ

た事が出来てよかったです！

そして、日本の服が可愛すぎ

たから、一杯買ってよかった

です。それで、本当に優しい

ホストファミリーは二つの可

愛い浴衣をくれました。とて

も嬉しくなりました！

日本に行った時、多くのいい

経験を作りました。次回の時、

皆に会ったり、着物を買ったり、嵐のコンサートに行っ

たりしたいから、毎日、日本語を勉強した方がいいです！

来年、私のホスト姉は私の家に来る事が楽しみにしてい

ます！その後に、日本に行くつもりです！」

ここ数年、日本でも少しずつ定着してきていますイース

ター(復活祭)をご紹介します。イースターは世界各国、

地域で過ごし方や楽しみは様々ですが、連載第 2 回目は I

YEO オーストラリア・パースデスクよりご紹介！

オーストラリア（パース）／イースター(復活祭)

キリスト教でもっとも重要な祭日で、クリスマス同様、

家族でイエスキリストの復活のお祝いをします。イエス

キリストは弟子に裏切られて十字架にかけられた数日後、

復活をしたとされています。この復活を祝うのがイース

ターサンデーで、クリスマスとは異なり毎年日付が異な

ります。「春分の日の最初の満月から数えて最初の日曜

日」というのが定義で３月中旬から４月下旬の間で移動

します。２０１７年のイースターは４月１６日でした。

イースターエッグとイースターバニーがイースターのお

祝いにはかかせませんが、エッグ（卵）は生命の始まり

を象徴しています。卵を運んできたのはバニー（うさぎ）

とされ、日曜の朝子供たちは庭でエッグハント（卵探し）

をしますが、日曜日に小さな子供に対して「Did Eater bu

nny come to your house?」といった質問がされるような

習慣です。たいていイースターエッグは卵型のチョコレー

トでカラフルにデコレーションします。親は子供たちイー

スターにはチョコレートを食べすぎないようにするのが
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AYJ短期留学プログラム
オーストラリア短期留学生体験記

連載 世界のお祭り



大変です。

直前の金曜日はグッドフライデーという祭日で、この日

は、十字架にかけられたイエスの受難と死を記念する日

として、祈りの儀や断食などが行われる宗派もあります。

呼び方は地域や宗派によって異なります。ちなみにオー

ストラリアではグッドフライデーに酒類を販売していけ

ないという決まりがあるほど（今は昔ほど厳しくはなく

なりましたが）神聖なものとされています。グッドフラ

イデーには肉類を食べない人が多く、主に魚を食べる習

慣があります。グッドフライデーは国や地域によって異

なるようですが、オーストラリアでは祝日となっていま

す。イースターサンデーの次の日、月曜日はイースター

マンデーとしてこちらも祝日なので、金曜日から月曜日

まで４連休となり、日本のゴールデンウィークのように

遠出をする人が多く、イースターホリデーとして、ちょ

うど秋晴れが期待できるお天気のいい時期で人気の旅行

シーズンにもなっています。

＜活動報告＞
3/12-4/2 IYEO 各地にてアメリカ大学奨学金／アメリ

カ・カナダ高校留学‐春の全国説明会開催

3/24-4/4 広島女学院中学高等学校 University of

Mount Union に短期研修（広島）

＜お知らせ＞
次回のアメリカ大学奨学金、アメリカ・カナダ高校留学

についての説明会は、夏（2017 年 7 月～ 8 月）の開催

を予定しています。IYEO各地の説明会スケジュールは、

決まり次第、IYEOホームページに掲載いたします。

Check!! http://www.iyeo.org
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Intercultural Youth Exchange Organization Sapporo Chiba Mie Osaka Hiroshima Fukuoka Miyazaki Perth Brisbane Wellington

編集後記 2017 年、新生 News Avenue チームが始動！今回は、新チームでの第 1 号をお届けしました。

奨学金プログラムで渡米した学生からのお便り、Academic Year in Japanに参加し日本で様々な経験をされた

オーストラリアからの留学生の体験談など、皆様、いかがでしたか？次回は夏頃の発行を予定しています。お

楽しみに！（スケジュールを考えていると 2017 年もあっという間に終わりそうな予感…、笑） AKK
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活動報告＆お知らせ

～なんでもランキング～

日本人留学生‐就職に関する意識調査

国内学生との比較ランキング！

海外に留学した学生の場合、6月が卒業シーズンというケー

スが多く、帰国者が就職活動で不利にならないよう企業側

に配慮が求められた 2017年度。

株式会社ディスコ・キャリタスリサーチによる海外留学生

の就職に関する意識調査から、国内学生のアンケート結果

と比較したランキングを一部ご紹介！

【就職したい企業の種類】

日本人留学生：1位 日系企業 2位 アメリカ系企業

3位 こだわらない

国内学生 ：1位 日系企業 2位 アメリカ系企業

3位 ヨーロッパ系企業

【就職先を選ぶ際に重視する点】

日本人留学生：1位 給与・待遇が良い 2位 将来性がある

3位 職場の雰囲気が良い

国内学生 ：1位 将来性がある 2位 給与・待遇が良い

3位 福利厚生が充実している

【企業に評価してもらいたいこと】

日本人留学生：1位 コミュニケーション能力

2位 異文化対応力 3位 語学力

国内学生 ：1位 協調性 2位 信頼性

3位 コミュニケーション能力

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


