
「留学と就職」をテーマに、AYAアメリカ高校交換留学

経験者、AYA2001 年度の奈良千明さん、AYA2003 年度

の玉城洋介さんからお話をお聞きしました。

こんにちは。大変ご無沙汰しております。お二人ともすっかり

立派な社会人になられましたね(感動)。

ありがとうございます。はい、あれからも

う 10年近くたっていますからね(笑)。

それでは、お二人とも自己紹介を兼ねて簡単な経歴を教えて

いただけますか？

2001 年にアメリカ高校交換留学プログラムでウェ

ストバージニア州の Hampshire Senior High School

に留学した奈良千明です。高

１で留学、帰国後は沖縄の高

校 2 年に復学。高校卒業後、

１年間大阪の専門学校に通っ

た後、ニューヨーク州立大学

SUNY Cortland 校へ留学。帰

国後、沖縄の留学会社に 1年、

通訳翻訳会社に 2 年間勤務、

昨年末 SONY 系列の会社に転

職しました。

奈良さんの 2 年後の 2003

年、高３で AYA に参加し

た玉城です。留学先は、ポテトで

有名なアイダホ州の片田舎にある

Caldwell High School。帰国後は高

校３年に復学、卒業後地元の沖縄

国際大学に入学。大学卒業後は教

育畑一本やりです。私立興南高校

で１年、予備校や県立高校非常勤講師として２年ほど。

今年からまた興南高校に再就職し、教壇に立っています。

お二人とも、これまでのお仕事の内容を具体的にお聞かせい

ただけますか？

私は、これまでいくつかの業種を経験しました。

留学会社では、主に海外の学校とのやり取りや留

学生の書類の整理などを担当。通訳翻訳会社では、その

会社が沖縄県の「外国人観光客の受け入れサポーター」

として業務を行っていた関係で、県内の外国人受け入れ

態勢の整備を行うコーディネーターとして働いていまし

た。具体的には、県内の各施設に、看板や案内板等の表

記や施設内のディスプレイなど外国人にも分かりやすく

なるようアドバイスをする仕事です。また、通訳・翻訳

のコーディネーターをしたり、実際に通訳の現場に立つ
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アメリカ 高校交換留学 OB/OG 座談会 in OKINAWA
留学経験は仕事に生かされているか？

司会: IYEO 沖縄 津嘉山裕二



こともありました。現在は、SONY 系列の会社で、SONY

の海外にある工場の資材調達業務として部品などの手配

業務を行っております。

私は、大学卒業後、私立、公立の高校や予備校で

英語の教師をしてきました。今現在は高校１年生

の担任をしながら校内の英検担当も兼務しています。

お二人とも外国人とかかわり、英語を使う仕事をされているよ

うですね。それではズバリテーマの核心に迫りましょう。お仕

事をする上で、留学経験は活かされていると感じていますか？

はい。

具体的にはどのように活かされていますか？

仕事において、英語力だけではなく、(仕事相手)の

外国人の物の考え方なども踏まえた上で対応がで

きていると思います。日本人の感性や常識とかけ

離れた外国人の言動も理解することができ、特にストレ

スを感じる事もありませんね。これは、やはり留学時代

に培った国際感覚があるからだと思います。

はい、私も同じく留学経験が仕事に活かされてい

ると感じています。３つあるのですが、まず１つ

目は、生徒に「使える英語」を教える事ができている。

受験英語を教えていても、その中で、手段としての英語

はどういうものかを伝える事が出来ています。２つ目は、

実体験を基にした海外生活の体験談や異文化について生

徒達に伝えられることです。そして３つ目は、保護者や

生徒に「先生、英語上手いですね」といわれることかな。

特に今年は、やたらと褒められているんですよね(笑)。

なるほど。やっぱり英語の上手な先生はカッコイイですからね

(笑) 英語の先生によっても、若干英語力に差はあると思いま

すが、、、

はい、あるとは思います。 近は、留学経験のあ

る先生方が多く、英語の上手な先生は沢山います。

その中でも、高校留学経験者と語学留学やワーホリ経験

者では少し英語力に差があるように感じますね(勿論、語

弊が無いように言っておきますが、全てがそうではあり

ませんよ)。

あ、私も同じように感じた事があります。大学留

学中の事ですが、同じ留学生の中でも、語学学校

や大学付属の語学コースから学部に上がってきた留学生

と、高校留学を経験した留学生とでは、英語のコミュニ

ケーション力は勿論、物の考え方や感性的な物も違いが

あったように思います。高校留学経験者の方がより(英語

力や感性などが)ネイティブに近かった様に感じました。

ただ、実際の

職場(組織の中)

では、英語力以上に、

周りの人とのコミュ

ニケーション能力が

不可欠だと感じてい

ます。私自身は留学

を通してコミュニケーション能力が鍛えられました。

お二人とも、これまでの「就職活動」では、その英語力や留学

経験はプラスに働いていましたか？

はい。英語を使う仕事を選んで就職活動をしてき

たので、英語力がある事はプラスだったと思いま

す。しかし、採用時、具体的に留学経験がどのようにプ

ラスに判断されたかは分かりません。ただ、留学経験が

自分自身の「自信」になっていて、そのおかげで、面接

で何を質問されても自信を持って答える事ができたと思

います。

私の場合は、就職活動が「英語教員」の採用試験

だったので「英語力や留学経験」はプラスになっ

ていると思います。ただ、今の時代、英語教師を目指す

方々に「留学経験」は当たり前となっていますので、他

の方との差別化を図るためには、やはり英検や TOEFL、T

OEIC 等の英語力を客観的に評価する英語関係の資格が重

要だと思います。

なるほど。ところでお二人は、高校留学中に将来の「進学や就

職」をどのように考えていましたか？また、それに向け何らか

の取り組みをされていましたか？

「将来は、沖縄で英語を使って仕事がしたいな」

程度にしか考えていませんでした(笑)。留学中は、

とにかくそれどころじゃなかったです。留学して 初の

半年は早く帰りたいって事しか考えていませんでした(笑)。

私は、高校生の段階で、将来英語の教師になると

決めており、そのために高校留学に参加しました。

ただ、留学中は、奈良さんと同じように「帰国まであと

何日…」とカウントダウンばかりしていました。実際カ

レンダーにチェックをつけていましたしね(笑)。でも、

ある日突然(何時ごろだったかは覚えていませんが)カウ

ントダウンをやめたんです。話せるようになり、アメリ

カ生活に馴染んできて、無意識のうちにカウントダウン

をしなくなったと思います。やっぱり 初の３カ月間が

大変でしたね。ですので、留学中に将来の英語教師にな

るために何かをしなければと考える暇はなかったと思い

ます。
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高校交換留学は、それだけタフなプログラムでもあるという事

ですね。皆さんの留学を側で見ていて、それはよくわかりまし

たよ。みんな色々ありましたからね(笑)。

次にお二人とも。AYA アメリカ高校交換留学の OB/OG とし

て、後輩達へ何かアドバイスありますか？ 将来を見据えてやっ

ておいた方がいい事とかあれば是非アドバイスお願いします。

留学したら、英語よりも、自分のやりたい事、好

きな事を何か一つ見つけて(友人を沢山作るとか、

日本の高校には無い心理学の授業を思いっきり勉強する

とか)、それを一生懸命頑張る事。そうすれば、英語力は

自然に身についてくると思います。

英語を学びに行くのではなく、日本では体験でき

ない事を一つでも多く学んだ方がいいです。私も

英語力は後から付いてくるものだと思います。現地の友

達を作って(日本語を忘れるくらい)思いっきり楽しむ事

も大切ですよ（笑）。

それでは、最後にお聞きします。貴方にとって高校留学とは？

高校留学を通して、精神的にかなり強くなったと

思います。また「自己主張も出来るが、他者の意

見にも耳を貸す事が出来る。自分と違う意見や物事を理

解する事が出来る」。これは、大学留学よりも高校留学

をしたからこそ身についたように感じます。私にとって

の高校留学は、こういった成長をさせてくれる貴重な場

だったと思います。

高校留学は私にとって一生の財産です！苦労を共

にした仲間との絆や、身に付けた英語力、国際感

覚、友達との楽しい思い出。これ全てが自分のとって、

一生の財産です。

本日は、貴重なお話ありがとうござ

いました。お二人の更なるご活躍を

期待しております。

ありがとうござい

ます！
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ロンドンオリンピックで
オープニング歌手をつとめてほしいシンガー

何と、一位に日本が生んだ

仮想アイドルがランクインという快挙！！

THE TOP TENS (2012 年 5 月 31 日現在)

1 初音ミク 日本

2 Super Junior 韓国

3 BIGBANG 韓国

4 SHINee 韓国

5 One Direction イギリス

6 少女時代 韓国

7 JYJ 韓国

8 ジャスティン・ビーバー カナダ

9 マクフライ イギリス

10 レディ・ガガ アメリカ

世界何でもランキング

【産学連携】リーダー育成へ行動計画 協同人財育成円卓会議
毎日新聞 5 月 7 日(月)20 時 9 分配信 記事提供/IYEO千葉 菊島輝男

新日鉄や三井住友銀行など主要企業 20 社と東京大、早稲田大など 12大学が昨年 7 月に設立した「産学協働人財育

成円卓会議」は 7 日、国際社会で活躍でき、社会を変革できるリーダーを育成するためのアクションプランをまと

め発表した。プランは(1)日本の学生が積極的に海外留学できる環境づくり、(2)外国人留学生の受入れ拡大、(3)専門

分野を超えた幅広い知識を持つ人材を大学院で育成…など。大学側からは、東大が検討している秋入学導入にあわせ、

国家資格試験の時期見直し等を国に要望する発言もあり、また企業側からは「既に秋採用や通年採用を実施している

が学生に周知されていない」との声も上がった。アクションプラン作成の背景には、日本から海外に留学する学生が

減少し、日本経済が停滞していることへの産学の危機感がある。

今回発表のアクションプランに沿う人材育成は、企業や大学で始まっている。トヨタ自動車は今年４月、採用予定の

学生を入社前に海外留学させる制度をスタート。第一陣として 12人が米ペンシルベニア大に半年間留学。入社は帰

国後の 10月、授業料と渡航費は同社が負担しビジネススクールでの講義も受ける。同社広報部は「グローバルな視

野を養ってほしい」と期待。今春、同社に総合職として入社した約 550 人のうち海外の大学を卒業した新入社員は

わずか４人。入社前の留学制度は、海外志向を持つ学生に入社してほしいとの狙いもある。京都大は来年度、全寮制

の大学院「思修館（ししゅうかん）」の設立を予定している。定員は 20人で、5年間かけて企業や官庁、国際機関

で活躍できるリーダーを育成。院生は合宿型の研修施設に住み込み、修了すると博士号(総合学術)が取得できる。ア

ルバイトなどで勉強の時間が失われることを防ぐため全員に奨励金を支給することも検討。



このプログラムは、（わかりやすく説明すると）アメリ

カの大学から奨学金を受け、スポーツを続けながら大学

に通うことを希望する、留学生のためのスポーツ奨学金

選考試験です。私が視察したトライアウトでは、世界 29

カ国から 196 名の学生/選手と、全米から約 170 校の大

学のコーチ、スカウト陣が参加、トライアウトが実施さ

れた競技は、バスケット、サッカー、テニス、ゴルフ

（ともに男女参加）の４競技でした。過去には、野球や

ソフトボールなどのトライアウトも実施、毎年、いろい

ろな競技の開催が検討されているそうです。

トライアウト一番人気のサッカー
参加者は２週間の予定で、主会場となる大学の学生寮に

滞在、主催者側の各競技の管理者、コーチ陣の指導のも

と、合同練習や練習試合をこなしながら、その技能をア

ピールしていきます。トライアウトのスケジュールは、

毎朝掲示板に張り出されます。参加者は毎朝自分のスケ

ジュールをチェック、その指示に従って一日行動します。

トライアウトが実施された４競技のうち、 も参加者が

多かったのは、南米やヨーロッパを中心に約 150 名もの

参加者がいたサッカー。参加者のレベルもかなり高いよ

うで、大学スカウト陣の数も他競技に比べ圧倒的に多い

ようでした。参加大学のスカウト陣によると、有望な選

手が多く、貴重な戦力として獲得したいと、かなり熱心

にスカウト活動を行っていました。サッカーは女子チー

ムを含め約７～８チームほどにチーム分けをして、ほぼ

一日中交替で試合を繰り返し行います。

バスケットボールはハードルが高い！
アメリカの国技でもあるバスケットボー

ルには男女合わせて約 30 名の参加者

がいました。世界各国から腕に自信の

あるプレーヤーが参加していましたが、

日本からは、私が引率した選手が唯一

のアジア人選手として頑張っていまし

た。バスケットボールのトライアウト

は、サッカーに比べ参加する大学の数

もスカウト陣の盛り上がりもさほどな

く、改めてアメリカのバスケットボールのレベルの高さ

を思い知らされた感じでした。しかし、だからこそ挑戦

し甲斐があるように感じました。

テニスには日本から唯一の女子選手が参加！
テニスのスカウトに来ていた、ある州立大学のコーチに

カレッジ・スポーツの奨学金支給の現状を尋ねたところ、

アメリカの大学では、男子のアメリカンフットボールや

野球、バスケボールのチームがかなり予算を使っており、

予算配分における公平の原則から、その他の競技の女子

チームは比較的予算の割り当てが多くなるとのこと。予

算が多い分、支給できる奨学金の額も多くなるとのこと

でした。逆にフットボール、野球、バスケ以外の競技の

男子チームは予算の割り当てが少なくなってしまう＝奨

学金の額も必然的に少なくなるとのこと。今回テニスの

トライアウトには 8 名が参加、その中に日本から唯一の

女子選手が参加してい

ました。彼女には、初

日から数校の大学スカ

ウトが殺到、奨学金の

条件等の話を提示して

いました。彼女はこの

トライアウト中に 10校

以上大学から奨学金の
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米国大学スポーツ奨学金「トライアウト」視察記！

今年で 19回目を迎える米国大学スカラーシップ協会主催のスポーツ奨学金トライアウト(Sport Showcase)。以前、フ

ロリダ州マイアミの Barry University を主会場として開催されたトライアウトを視察した際の様子をご紹介しましょう。

MICHIKO LONDON の名で知られる小篠

美智子。2011 年に NHK 連続テレビ小

説の主人公である小篠綾子の 3女。

大阪府岸和田市出身。神戸松蔭女子

学院短期大学服飾科卒業のファッショ

ンデザイナー。

大学では服飾科専攻であったが、ソフトテニス選手の道

を選び、全国大会で優勝するほどの実力。姉2人がファッ

ションデザイナーとして活躍し始めたことで、デザイナー

を目指してイギリスへ渡り、ロンドンを拠点に活動を開

始。ロンドンファッションの創始者の1人であるクーパー

氏を師事し、1975年に自身の名前をとった MICHIKO LON

DON を設立。ロンドンストリートファッションをインス

パイアしたデザイナーとして、現在も 2人の姉とともに

コシノ 3姉妹として活躍中。

トリビア

友人をエイズで亡くしたことがきっかけで、エイズ撲滅

活動にも深く関わるようになった。

留学
偉

人伝(12)
MICHIKO LONDON



オファーをもらったそうです。女子テニスということで、

大学のチーム側も奨学金に充てる予算が潤沢にあり、積

極的にオファーを出しているようでした。

チームメンバーのほとんどが奨学金留学生！？
後にゴルフ。ゴルフのトライアウトには、5 名の参加

者がいました。他の競技はホスト大学のキャンパス内施

設を利用していましたが、さすがにゴルフはそうもいか

ず。周辺のゴルフコースを使用して、１日１～２ラウン

ドのプレーを行っていました。ゴルフへのトライアウト

参加大学はさほど多くはなかったのですが、選手、スカ

ウト陣が一緒にプレーしながら和気あいあいとした雰囲

気だったのが印象的でした。しかしながら、どの大学も

チームの戦力強化を目的に真剣にスカウト活動を行って

いました。ある大学のコーチによると、その大学のゴル

フチームは、メンバーのほとんどが奨学金をもらって来

ている留学生とのこと、他の競技以上に奨学金獲得のチャ

ンスがあるようです。

目的はアメリカの大学で勉強すること
トライアウトに参加している各国の選手に話を聞く機会

もありました。ほとんどの選手のトライアウト参加理由

は、その競技でトップを目指すのではなく、「アメリカ

の大学で勉強すること」が一番の目的、その手段として、

得意なスポーツを通して奨学金を得たいとのことでした。

特にヨーロッパの選手は、大学で学びながら好きなスポー

ツが出来る環境が自国にはなく、それが出来るアメリカ

は大変魅力的だとのことでした。アジアからは、バスケッ

ト、テニスに参加した日本人 2 名とサッカーに参加した

韓国人１名の 3 名のみ。今後、日本からも得意なスポー

ツを活かして奨学金をもらいながらアメリカの大学で勉

強するという選手が出てくる事を期待したいと思います。

トライアウトではアメリカ文化も体験
スポーツ奨学金のトライアウトは、単に競技を行うだけ

でなく、世界中から集まった若者に、アメリカの文化を

体験してもらう事を目的としていて、２週間のトライア

ウト期間中には、フィールドトリップやテーマパークで

のアクティビティも盛り込まれ、

参加するだけでも大変面白いプ

ログラムとなっています。今後、

沢山の方がチャレンジされる事

を期待しております！

IYEO沖縄 津嘉山裕二
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もうすぐ日本の友達ともお別れ・・・
帰国を前に

AYJ2011 Yu Pei Lun(ヘレン)

Academic Year Program in Japan 第一期生として、台湾から日本に来日したヘレン。

ヘレン(余佩倫/Yu Pei Lun)の日本留学生活もまもなく終わろうとしています。日本到着時には、日本語もわからず、

時々目に大粒の涙を浮かべながらオリエンテーションを受けていた彼女から、帰国を前に自筆による「日本語」で

のお便りが届きましたのでご紹介！！

博多どんたくにて(左端がヘレン)

アメリカ高校交換留学プログラム
2013年夏出発 参加者募集！

お問い合わせ・お申込は IYEO 各地デスクまで

フリーダイヤル/0120-52-9686 URL/www.iyeo.org



IYEO 広島デスクの皆さん、

ご無沙汰しております。５

月５日、マウントユニオン

大学を卒業しました。大学

に進学するまで、海外留学

経験が全くなかった私が４

年間、全力で頑張ってこれ

たのは吉川さんと八木さん

のサポートのおかげです。

ラジオ番組の DJ、国際交流団体のプレジデント、女学

院の研修のお手伝い・・と貴重な体験をさせていただい

たことは一生の思い出です。

卒業式には両親も日本から参加してくれました。突如

「米国の大学に行きたい」と言い出した私を「頑張って

きなさい」と送り出してくれ、４年間どんなときも１番

の味方でいてくれた両親には感謝しきれません。また、

大学の教授やスタッフ、米国人の友人たちや世界中から

の留学生仲間のサポートなしには棘のような道のりを乗

り越えることはできませんでした。彼らとの出会いに感

謝して、新たな場所で目標を持って頑張っていきます。

卒業式の写真を添付いたしました。アメリカの大学のキャッ

プとガウンを着れたことが本当に嬉しかったです！マウ

ントユニオン大学のコミュニケーション学部から Lambda

Pi Eta という全米優等生協会（National Honor Society)の

メンバーの一人に選ばれ、赤と白の紐を首からかけるこ

ともできました。卒業証書を持って、ご挨拶に行かせて

いただきたいです。

毎年この時期になると、「卒業しました！」という嬉し

い報せが海外から届きます。私たちが自分たちの仕事の

やり甲斐を大いに実感する時です。

上記は、広島女学院高校を卒業、同校と 50 年以上にわ

たる深い交流関係にあるアメリカ、オハイオ州のマウン

トユニオン大学(University of Mount Union)から４年に一

度選ばれる授業料全額免除の「Yoshino Murakami Award」

を授与されて旅立った新山京子さんからのお便りです。

彼女はフルスカラーの重圧の中、多くの課外活動にも挑

戦し、大学の留学生教会の会長も務めた上に、全米優等

生協会（National Honor Society）のメンバーにも認定され

ての卒業、新聞社への就職が内定しています。

心からのおめでとう、の言葉をお贈りします。

卒業おめでとう！ IYEO広島 吉川浩司
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人気高まるTOEIC、志願者減少に悩む英検

国際的な仕事に必要とされる英語力を測る TOEIC の 2011 年度志願者数が、前年度比で 3 割も増え 227 万人に達し

た。英語テストの代名詞的存在で、この分野で国内 大規模とされる実用英語技能検定(英検)の 11年度志願者数(23

0万人)に肉薄、トップの座をうかがう勢いだ。背景には企業の国際化と学生の就職難、そして少子化がある。

日本で TOEIC を運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(東京)では、志願者急増の主な理由に、海外展開を急

ぐ企業が、昇進条件や新卒者採用の目安として使用を拡大させていることを挙げる。担当者は「社員に英語力を身

に着けさせないと生き残れないという企業の意識が強まっている。学生の就職難で、大学もビジネス英語対策を強

化せざるをえない」と話す。「英語で意思疎通できる力は必須」。今年７月に英語を社内公用語化する「楽天」の

広報担当者はそう強調する。同社が今年度、通年で採用を予定している社員約 400 人のうち、3 割は外国籍となる

見通しだ。昇進条件や入社条件に TOEIC 点数を盛り込む。大学の TOEIC 対策も熱が入る。同協会まとめでは 10年度、

全国 456 大学が学生の団体受験を行った。東洋大では今年度から、約 3 万人の学部生全員が年 1 回、TOEIC を無料

受験できるようにした。同大広報課では「『英語力はあって当然』という意識が企業側に出てきている。学生に学

習を促すきっかけにしたい」と言う。取り組む学生たちも真剣だ。

一方、TOEIC の猛追を受ける英検は中学校以降の学習に沿ったレベル分けが特徴。中高生を中心に支持は根強いが、

少子化のあおりで志願者減少に悩む。実施主体の日本英語検定協会では「小学校での英語活動必修化をきっかけに

英検への注目が再び高まった。TOEIC との相乗効果で英語教育への関心が高まれば」と冷静に受け止めている。

OMIURI ONLINE 4 月 14 日(土)14 時 51 分 記事提供/ IYEO 千葉 菊島輝男

卒業しました！
新山 京子
University of Mount Union

全米優等生協会のメンバーに選ばれて

広島平和記念資料館(原爆ドーム)が 1位に！

旅行クチコミサイト「トリップアドバイザー」が、昨年

1 年間に外国人観光客によるクチコミ投稿の評価を基に

ランク付けした「外国人に人気の日本の観光スポット」

で、広島平和記念資料館（及び原爆ドーム）が 1 位に！

各地デスクでは 4 位に宮島、7 位にニセコマウンテンリ

ゾートグランヒラフスキー場(札幌)、15位 の東京ディズ

ニーランド＆シーと 16位の新勝寺（成田山）(千葉)、17

位に沖縄美ら海水族館 (沖縄)がランクインしています。



サンド
ウ

ィッチ
命名の経緯と
言えば？

手軽で様々なバリエーション

があり、今では世界中のいた

るところで食されているサンドウィッチ。食べる際に箸

やフォーク等の食器が不要なのが特徴であるゆえ屋外で

の食事や車内食、機内食としても重宝されています。ま

た、アメリカでサンドウィッチをデリカッセンで置いて

いる店にとって、その店のサン

ドウィッチの美味しさは店の繁

盛に大きく影響されるといわれ

ているほどの存在感！手を抜け

ない商品なのです。（ちなみに・・・

アメリカでは細長いパンに具を挟んだスタイルのサンド

ウィッチを“サブ”と呼んでいます。これは、形が潜水

艦：サブマリンに似ているからだそうです。）

このサンドウィッチという名前は実在したある人の名前

が由来という事を皆さん御存知ですか？そこで今号では、

サンドウィッチ命名の経緯を御紹介！！

18世紀イギリスの貴族、海軍大臣を

歴任した第 4 代サンドウィッチ伯爵

ジョン・モンテギューはトランプ遊

びが大好きでした。食事の時間をも

惜しんでゲームに没頭したい彼は、

トランプゲームをしながら片手で食

事がとれるよう、パンに具を挟んだ

ものを用意してもらうようになった

のです。いつからか、彼のこの食事

がサンドウィッチと呼ばれるようになりました。

しか～し！実はこの話はゴシップという説もあります。

当時のイギリスは戦争中で、とてもトランプ遊びをして

いる場合ではない状況。ましてや海軍大臣であったサン

ドウィッチ伯爵が悠長に遊んではいられないのでは？と

いう事から、きちんとした食事もできない程の激務中だっ

たため、パンに具を挟んで食べるという食事形態だった

という説もあります。どちらが本当の話なのでしょうね？！

ちなみに、“正当なサンドウィッチ（当時、サンドウィッ

チ伯爵が食していたもの）と言われるサンドウィッチの

具はきゅうりのみ！だそうです。
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世界の「食堂車の」

車窓から

世界の国旗 Q&A (14)
イギリス
～実は 3国旗の組み合わせ!?～

イギリスの国旗はイングランドとスコットランドの同

君連合時代にイングランド国旗とスコットランドの国

旗が組み合わされて作られた。さらに、グレートブリ

テン及びアイルランド連合王国が成立した際、アイル

ランドの国旗と称してアイルランドの有力諸侯、フィッ

ツジェラルド家の旗が組み合わされ現在の国旗となる。

Ｑ＆Ａ

Q.イギリスの国旗は別名ユニオンフラッグ（Union Flag）、

ユニオンジャック（Union Jack）と呼ばれています。

いくつかの国旗が組み合わさってできたことで Union

という言葉が用いられるのは理解できますが、Union

Jack の“Jack”は一体何を意味するのでしょう？

A.Jack とは、海事用語で「船の国籍を示す旗」のこと。

よって、正確には船の国籍を示す旗として掲げられる

場合、イギリスの国旗をユニオンジャックと呼ぶのが

正しいそうです。

■年齢 16歳 身長 158cm 体重 42kg

■得意ジャンル：アイドルポップスとダンス系ポップス

■名前の由来：「初めての音」から初音、「未来」か

らミク、未来的アイドルがコンセプト

2007 年 8 月、クリプトン・フューチャー・メディアか

らヤマハが開発した音声合成システム「VOCALOID2」を

採用した女性の歌声を合成する Microsoft Windows 専用

ソフトウェア製品として発売される。音声に歌い手とし

ての身体を与える事によりリアリティが増すという観点

からソフトウェア自体をバーチャルシンガーと見立て、

キャラクター付けされ作られた製品「キャラクター・ボー

カル・シリーズ（CV シリーズ）」の第一弾が初音ミク。

ロンドンオリンピック・オープニング

で歌ってほしい歌手ランキングで現在

堂々 1位の初音ミク。もし彼女が歌う

ことになれば、オリンピック開会式に

初のバーチャルシンガー登場となりま

すね。オリンピック開幕まであとわず

か。開会式がとても楽しみです！

(留学)
偉

人伝 プラス
初音ミク

～ロンドン・オリンピックに登場？？ ～

トリビア：サンドウィッチ伯爵の末裔がフロリダに！

米国フロリダ州にあるディズニー・ワールド・リゾート

のダウンタウン・ディズニーに Earl of Sandwich という

お店があります。そのお店を経営しているのは、第 11

代サンドウィッチ伯爵ジョン・エドワード・ホリスター・

モンタギュー・サンドウィッチ伯爵です。



◆「米国大学奨学金プログラム」夏の全国説明会開催！
ことしも北海道から沖縄まで、全国各地にて説明会を開

催します。広島・福岡会場には、Upper Iowa University の

ESL Director も来場予定です。アメリカの大学について、

スタッフの生の声を聞く良いチャンスになりますね！

札幌 8/26 13:30-16:30 かるで 27 810会議室 B

仙台 7/29 10:00-17:00 せんだい地球フェスタ 2012

千葉 8/26 13:30-17:00 市川市文化会館

三重 7/28 14:15-15:15 三重県総合文化会館小会議室

広島 7/29 13:00-16:00 広島 YMCA本館 4F402

福岡 7/28 14:30-17:00 アクロス福岡 3Fこくさいひろば

宮崎 9/02 16:00-18:00 グリーンリッチホテル宮崎

沖縄 9/02 14:00-16:00 浦添市産業振興センター 結の街

なお、下記地域では、同じ日に AYAアメリカ高校交換留

学プログラム説明会も開催されます。

仙台 7/29 10:00-17:99 せんだい地球フェスタ 2012

三重 7/28 13:15-14:15 三重県総合文化会館小会議室

宮崎 9/02 13:30-15:30 グリーンリッチホテル宮崎

沖縄 9/02 14:00-16:00 浦添市産業振興センター 結の街

詳細については、

寄の IYEO 各

地デスクまでお

問い合わせを！

◆活動報告

3/17 米国大学奨学金プログラム説明会(名古屋)

3/20 米国大学奨学金プログラム説明会(福岡)

3/23-4/4 広島女学院中学・高校 Univ. of Mount Union プ

ログラム(広島)

3/25 米国大学奨学金プログラム説明会(広島)

4/02 広島県中小企業家同友会合同入社式基調講演(広島)

◆2012 FIFA U-20 女子ワールドカップ日本で開催！

8/19 ～ 9/8、日本で 2012 FIFA U-20 女子ワールドカッ

プが開催されます。世界全 6 大陸から 16 代表チームが

参加予定。会場は、宮城スタジアム、浦和駒場スタジア

ム、国立霞ヶ丘競技場、神戸ユニバ記念競技場、そして

広島ビッグアーチの5会場。日韓共催のFIFAサッカーワー

ルドカップからちょうど 10 年、福岡デスクからの助っ

人も得て、広島デスクも再びワールドカップに関わらせ

ていただく予定です。2010 年 3 月、FIFA は大会開催地

をウズベキスタンに決定。しかしながら、その後の視察

でウズベキスタンでは設備等が国際基準に満たさないと

判断され、昨年 12 月、日本開催案がにわかに浮上、今

年の 2月、文部科学省が開催承認を発表したことにより、

急きょ日本での開催が決定しました。今回はどのような

ドラマが生まれるのか、とても楽しみです！
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編集後記

夏のロンドン・オリンピック、そしてダイアモンド・ジュビリー、と 2012 年のイギリスは

話題豊富です。ダイヤモンド・ジュビリー(Diamond Jubilee)とはエリザベス女王即位 60周年

を祝う式典のこと。jubiliee とは記念祭、祝祭、祝典の意。ヘブライ語の雄羊の角が語源、雄

羊の角で作られる角笛が「記念祭」を告げるのに使われたことからきています。ちなみに、25年記念

は、silver jubiliee、50 年記念が golden jubiliee と呼ぶようです。それぞれの記念グッズも販売されるな

ど、イギリスはとっても盛り上がっているようです。 May・Sai・Papaya

季刊誌 「IYEO News Avenue Vol.25」 2012年 5月 31日号

発行 青少年異文化交流推進協会

〒 730-0052 広島市中区千田町 2-1-2 TEL 082-246-9400 FAX 082-243-1849
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編集 岩下小百合（IYEO 福岡） 八木ゆう子（IYEO 広島） 津嘉山裕二（IYEO 沖縄）

活動報告＆お知らせ

返済不要の奨学金でアメリカ大学留学を支援！
授業料+滞在費+食費合計の半額以上を卒業まで毎年支給

詳細は「アメリカ大学奨学金プログラム説明会」にて！

■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？

■アメリカの大学の授業ってどんな感じ？

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


