
アメリカの大学で、留学生はどのような毎日を過ごして

いるのか、これから留学しようと考えている人達には知

りたいところ。勉強方法やストレスの解消方法は？、留

学生に質問してみました。

Ｑ：毎日の勉強時間、勉強方法は？

予習派、復習派は分かれるようですが、皆、毎日本当に

真面目に勉強しています。 勉強場所として図書館を利用

する人も多いようです。

■簡単な授業の予習復習は 30 分程度、難しい授業では

2時間くらい＋小テスト前の勉強。

■平均 3-4時間（テスト期間だとほぼ一日中）、テキス

トを読む・書く等。

■１コマの授業に復習は１時間くらい。予習は次回にや

る範囲を教科書で読んでおくとか。

■集中できる図書館か computer lab、空いた教室などで

勉強。予習できる授業は教科書を読む。syllabus で次の

授業内容がわかる場合はその箇所をカバー。復習は主

にノートや教科書の読み返し、そして問題の解き直し。

■あらかじめ次の授業範囲がわかっていたら、その範囲

の教科書やプリントを読んで予習。授業では予習時の

不明点を重点的に聞く。授業後に再度教科書やノート

を見直して復習。

■一日に平均して約 7 時間は勉強。授業後少し休憩時間

を取り 2 時間ほどその日の復習。夕食後は宿題と予習

が中心。平均して 5時間ぐらい勉強。

Ｑ：気分転換やリフレッシュの方法は？

■気分が乗らなかったらひたすら寝たりして、ひとまず

現実逃避。もちろんその後に勉強を終わらせる。

■一番の気分転換はおいしいものを食べることなので、

車を持っている友達に頼み週末においしいものを食べ

に行く予定を作り、それを糧に一週間頑張る！

■友達と映画(PC で)を見たり音楽を聴いたり、あとは運

動したりして気分転換。週末に友達と馬鹿騒ぎをして

ストレスを発散するのもひとつ。なるべく溜め込まな
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・AYJ 沖縄の皆さん、大変お世話になりました！
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留学生はアメリカの大学でどんな毎日を送ってる？！
大学奨学金プログラム参加者にアンケート



いようにする。

■疲れているときは、授業が終わって夕飯までの間思い

きって寝ちゃう(笑)。ま、それによりその日の夜がか

なり忙しくなってしまうが… 勉強に余裕がある日は、

友達と体育館でフットサル！ブラジル人やスペイン人

などのサッカー野郎達に交じってプレーすると自分の

下手さが際立ちが、それはとても楽しく、勉強のこと

を忘れられる至福のひと時♪

■友達と勉強以外のことをたくさんしゃべる。

■音楽を聴く。

Ｑ：ノートの取り方は？

ほとんどが、授業中はでたらめな文法でもスペルでもあ

るいはカタカナでも構わず、聞こえたまま、見たまま、

教授の話や板書をただひたすら書き取り、後で見直して

理解する、という方法を取っているようです。

その他参考意見は

■基本、予習をしてポイントを事前に書いておき、授業

では教授の指摘するところを再度書き足すように努め

る（授業を完全に理解することがまだできないので）。

■ノートはルーズリーフを利用、ファイルにはさんでい

くようにしている。配られたプリントも穴をあけては

さむことができるのであとで見直しをするときに便利。

■付箋を持ち歩き、宿題やテストの詳細等を書いてファ

イルの表紙に貼っていくようにする。これで忘れるこ

とはほとんどな

いし、終わった

ものは外して捨

てるだ けでい

いので気に入っ

ている。

■大事なことは色

ペンで書いたり、

補足はノートの

余白に吹き込み

つきで書いたり。

シンプルにノー

トをとったほうがあとで見やすいからいいと思う。

Ｑ：授業等でわからない事があったときは？

教授に直接質問するという答えが圧倒的でした。質問す

ることによる効果についても同じような回答が。

■恥ずかしがらず教授に質問をしに行くこと！これはわ

からないことが解決するだけでなく、教授に internatio

nal student で英語は完璧ではないが、授業を理解しよ

うと頑張っていると認識してもらえお勧め。

■先生に聞く。何度も先生に聞きに行くと親身になって

教えてもらえるようになる。

■ひとまず自分で考え、それで分からなかったら授業後

に質問。授業中に聞くほどまだ度胸はない・・・。

■先生に聞く！聞き逃しのないよう『質問リスト』を作っ

ていったりも！

Ｑ：全て英語での学生生活で大変なことは？

■リスニング能力が乏しいので、授業や会話を理解する

のが大変。聞き取った内容に自信がない時は、なるべ

く確認をするように心がけている。

■最初は英語のスピードについていくのが大変。とにか

く一人でいるときでも海外ドラマをみたりラジオを聴

いたりして耳を慣らすようにしていた。友達ととにか

くしゃべることで英語力は伸びると思う。

■あまり気張らない様にしている。緊張すると何も出来

なくなるので、のんびりと。課題等も貯めずに少しず

つ終わらせていけば、後で余裕が生まれるかも。

■ホワイトボードになにも書かずスライドも使わずずっ

と話すだけの教授のときは、授業について行けなかっ

たりすることがあるので大変。そういうときは聞いた

ことをなるべくノートに書き写し、あとで聞きに行く。
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これ持参した方が良いかも？

1位：パソコンは絶対持っていくべき！

◎宿題の 8割は PC を使ってやる。

◎PC を使わないとできない宿題が多くでる。

◎授業についての情報がホームページ上で更新されたり

する。PC ルームはあるが、持参して損はない。

2位：意外にもスーツ

◎スーツは持参できれば持参した方が良いとの意見が多

くみられました。理由は、クラスにより、プレゼンテー

ションはスーツ着用という場合があるから、とのこと。

3位：携帯は事前購入派と現地購入派が。

◎日本で KDDI の携帯を購入して持参。

◎日本の携帯は海外では使えないので、日本の携帯を解

約し、アメリカで SIM フリーの携帯を購入。

◎海外通信可能な日本の携帯を緊急事態に備えて持って

行ったが、アメリカ到着後、現地の携帯を購入。

その他：これ持って行ったら良い！

◎洗濯ネットは意外と役立つ（寮の洗濯機の洗い方がハー

ドなので）。

◎電子辞書は普段の生活にかかせない！

◎個人的には、耳かきをもっていけばよかったなと・・。

◎薬は自分に合うものを日本から持参した方がいい。現

地のは効きすぎて逆に気分が悪くなったり逆に全然効

かなかったり。

◎アメリカの文房具の品質はよくない。日本のを買って

持参した方がいいと思う。特に消しゴム。消えない。

◎ビーチサンダルは使える。ちょっとご飯食べに行くと

きや、部屋の中で靴で過ごすのは窮屈なので部屋の中

でビーチサンダルを愛用。

◎敏感肌の子は化粧水とかも持参したらいいと思う。



■やはり授業で先生が言っていることをすべて完璧に理

解するのは難しいので、予習を欠かさないようにして

いる。予習して内容をあらかじめ頭にいれておけば多

少聞き取れなくても「ああ、昨日みたここのことを言っ

てるんだな。」と予想することができる。

■課題でペーパーを書かされる時は大変。日本語ですら

作文はあまり得意ではないのに、それをすべて英語で

書くなんて… しかし、嘆いていてもしょうがない！

僕はいつもそう思い、早め早めに取り掛かるようにし

ている。それがおそらく一番の対策かも？

Ｑ：友達作りのコツは？

■笑顔で挨拶！”Hi!”の一言で交友関係が広まる。

■シャイにならずにとにかく話す！

■僕もコツを教わりたい。社交的な人は、英語の能力に

あまり関係なく友達は出来ると思う。でも、僕みたい

な人見知りでも友達がゼロという訳ではないので、あ

まり難しく考えなくても大丈夫。

■自分から話しかけ、相手に興味を持っていることを知っ

てもらうこと。それと笑顔で挨拶すること！

■現地の人達はフレンドリーなので、別に友達じゃなく

ても話しかけてくれる。その時に笑顔で返すこと。私

は人見知りをする方だが、それで友達ができた。

■Facebook で友達になってメッセージを交わして友達に

なった人もいる。Facebook のメッセージは友達作りの

ツールに便利。

■趣味を持っておくこと、日本の文化をよく知っておく

こともコツ。日本人だとわかると、アニメのことや日

本のことを聞いてきたりする。その時にアニメや日本

の文化を少しでも知っておくと会話が広がると思う。

■ミスすることを恐れず、どんどん話しかけること！相

手の国についてたくさん質問するのも効果的！自分の

国に興味を持ってくれている人とは話しやすいだろう

し、友達になりたいとも思うはず。誰も私たちの英語

力なんて気にしていない。どんどん話しかけよう！

Ｑ：アメリカの大学生活で困った事や驚いた事は？

■アメリカ人は暑がり。暑くもないのに半袖でいる。

■外はフロリダだからとっても暑いのに中はクーラーが

んがんで寒く、体温調節が大変。

■日本食に比べ、野菜をあまり取らないことに驚き。

■一番のカルチャー

ショックは、下

ネタを普通に食

事中に話すこと！！

■驚いたことはア

メリカ人の時間

に対するルーズ

さや約束に対す

る適当。グルー

ププレゼンテーションの練習のために会う約束をして

いたとき、雨が降り始めたからという理由で私以外誰

も来なかったときは正直驚いた。(その後のミーティン

グでももちろん遅刻は当たり前だった。)

■寮内で盗難が多発していたのにも驚き。戸締りや貴重

品の管理は怠らないようにしたほうが良いと思う。

■一番驚いたのは、生徒たちの普段着の雑さ(笑)。日本

の大学は、例えば女の子であれば、しっかりお化粧を

し、オシャレな服を着て通学するのが普通だが、アメ

リカ人はみんなスッピンで、Tシャツやパーカーにジャー

ジのようなズボンを合わせたくらいのとてもオシャレ

とは言い難い格好でクラスに向かう。でも、それで何

ら問題なし！なぜなら周りのみんなもそうだから。最

初は戸惑ったが、慣れてくると楽でいい♪

皆さん、参考になるたくさんのご意見ありがとうござい

ました！次号では、オーストラリアの高校生へのインタ

ビューです。お楽しみに！

IYEO福岡 岩下小百合 IYEO 広島 八木ゆう子
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世界の国旗Ｑ＆Ａ(17)
スイス
FIFA 本部の所在地！

“J リーグ発足 20 周年と FIFA World Cup 5 大会連続出

場（男子）決定を祝して！”

日本のサッカーの強化した（といっても過言でない？！）

J リーグ発足から今年で 20 年！そして来年ブラジルで

開催される FIFA World Cup 出場（男子）決定を祝って、

FIFA本部があるスイスの国旗について御紹介！

19 世紀半ばまで、スイスには国旗というものがなく、

戦争の時、兵士たちは自身の出身州ののぼりを持って出

兵していたそうですが、1339年 ラウペンの戦い以降、

スイス兵たちは白十字共通の目印とするようになりまし

た。現在の国旗はシュヴィーツ州ののぼりを原型とした

といわれており、1889 年に制定されました。旗の形は

ほぼ正方形で国旗の形としては珍しいものです。

赤は神聖ローマ帝国の主権・力・戦場の血の色、白十字

はキリスト教精神を表わしていると言われています。

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



台湾からの留学生、ユーピン君とさくらさんが沖縄に来

て、早いものでもう 9ヶ月、彼らの沖縄での留学生活も

残すところ 1ヵ月弱です。ここまでの間、彼らは、本当

によく頑張り、とても良い留学生活を送ってきたと思い

ます。二人のここ最近の近況を報告します。

まず、ユーピン(Yu-Ping)君か

ら。ユーピン君は、留学開始直

後から頑張ってきたバスケット

ボール部のインターハイ沖縄県

大会に参加しました。彼自身は

春に部活動中に足首を痛めたた

め、残念ながらメンバーとして

は参加できなかったようですが、

他の控えの選手とともにスタン

ドからチームメイトの応援に徹

していたそうです。バスケット

ボール部の一員として、仲間とともに熱い夏を経験した

ことでしょう！

大会終了後は、いままで練習のためなかなかクラスメー

トや部活のメンバーと遊びに行く事が出来なかった分、

毎日放課後に友達と遊びに出るようになったとか。ホス

トファミリーからも、「普通の高校生らしくていいです

ね」と、積極的に友達と交流を持つ姿に好感をもたれて

いました。また最近は、朝の登校時間もかなり余裕を持っ

て出るなど、生活習慣も一変してきているそうです(以前

は部活動で疲れているのか、朝がぎりぎりの事もよくあっ

たそうです。。。笑)。

さくらさんも、今年の 2 月か

ら3家庭目のホストファミリー

宅に移り、相変わらず、元気

に生活しています。彼女は、

これまでもホストファミリー

と、とてもいい関係を築いて

きましたが、今回は、特にホ

ストのお母さんと、まるで

「姉妹」のように一緒にショッ

ピングに行ったり、ウォーキ

ングをしたりと仲良く過ごし

ているようです。先日、さくらさんの通う高校で運動会

がありました。運動会の後夜祭では、全校生徒の前で、

彼女の好きな「テイラースイフト」の歌を披露して拍手

喝さい、指笛まで飛び出す大盛況だったそうです。ちな

みに、彼女の将来の夢は歌手になる事。学校の先生に聞

くと、彼女は、学校の中でも(単に留学生としてではなく)

とても存在感を発揮していて、学年を問わず、色んな生

徒と仲良く交流しているそうです。彼女の明るく、物お

じしない、積極的な性格が、友達の多さにつながってい

るのだと思います。その友達の多さにも起因しているの

だと思いますが、彼女の日本語力の成長には驚かされま

す。日本語の発音や、表現力など、日本人の高校生と話

しているのとなんら変わりが無く、彼女が台湾からの留

学生である事を忘れるくらいです。天性の語学に対する

感の良さもあるとは思いますが、やはりどれだけ沢山コ

ミュニケーション）を持つかが、語学上達の一番のカギ

だと改めて感じま

した。

7 月 15 日、ユーピ

ン、さくらの合同

の送別会が開かれ

ました。ホストファ

ミリーの皆さんは

勿論の事、2 人と関わった地域の方々も参加して盛大な

送別会となりました。ホストの方々からは、AYJ プログ

ラムを通して、何物にも代えがたい貴重な経験をさせて

もらった事、ユーピンやさくらという台湾の息子、娘が

出来た事が何よりもうれしいとの感想が聞かれました。2

人からも、1 年間温かく見守ってもらったことへの感謝

の言葉と、それぞれのホストのお母さん達にお礼の花束

贈呈がありました。感激の涙を流されるお母さんもおら

れ、こちらも思わずもらい泣きしそうになりました。二

人との別れを惜しみつつ、みなさん楽しい時間を過ごさ

れていました。

2 人の帰国する日が近づいてきて、地域の方々から、

「さびしくなるね」と言う声が聞かれるようになりまし

た。彼らが、どれだけ、周りの人々に愛され、溶け込ん

できたかがうかがえます。今回の 2 人の日本留学を通し

て、周りの多くの方々が、貴重な、素晴らしい経験をさ

れてきたのではないかと思います。この AYJ プログラム

のコーディネーターとして、改めてこのプログラムの意

義深さを実感しました。 IYEO 沖縄 津嘉山裕二
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沖縄の皆さん、大変お世話になりました！
もうすぐお別れです・・・AYJ2012(2 期生)

TSAI Yu-Ping@ 陽明高校
HUANG Chang-Ying @ 浦添商業高校



IYEO の皆さま、お元気ですか？

私は現在、アメリカの交換留学でお世話になった家庭の

もとで夏休みを過ごして

います。

AYA2011 年の交換留学生

として、ミシシッピ州に

おいて異文化交流を体験

しました。当時、学業や

スポーツ、地域の活動、

友達との遊び、家族との

コミュニケーションと様々

なアメリカ文化を学ばせ

ていただきました。アメ

リカでの高校生活は、親

切な仲間に恵まれたこと

やホストファミリーの手助けによって、心に残る一年間

を送ることができました。

そして今回、理解あるホストファミリーのご厚意により、

再びミシシッピ州でのホームステイが実現し、兄弟・姉

妹や友人達と過ごすことが出来ています。留学中に一度

家族で訪れた、テネシー州のグレートスモーキーマウン

テン国立公園まで、今回もまた、私の到着に合わせてサ

プライズ旅行にも連れて行ってもらいました。ホストマ

ザー、ホストファザーは、変わることなく心から尊敬で

きるアメリカの両親です。

私にとって、ここで得られた善意や環境が大きく影響し、

秋からはアメリカ東部の大学で勉強することになりまし

た。これからも、人との関わりを大切にして一生懸命に

学生生活を努力していきたいと思っています。アメリカ

高校交換留学は、自分自身をみつめる最も有意義な時間

でした。最後に、いつもサポートして下さったスタッフ

の皆さま、本当にありがとうございました。

(AYJ2013 糸島高校短期留学)

今年 1 月に福岡の糸島高校で 2

週間の短期留学を体験したロッキー

君。2 月の新学期から 11 年生に

なり、かなり勉強が大変になって

きているようです。11 年生も半

年経過したところですがその後の

ロッキー君は？

Ｑ：勉強が大変になる 11 年生、学業の方は？

順調です。内容は難しくなってきていますが、11年生は

選択科目を履修するので、自分の興味のある科目を勉強

でき、やりがいがあります。昨年までに比べて専門的な

内容になってきました。

Ｑ：毎日の勉強時間は？

夜は家で毎日２～３時間勉強しています。朝学校に早く

行って授業が始まる前に図書館で勉強したりもします。

週末はもう少し多く、1 日４～５時間かな。学生は、勉

強への取り組み方や能力によって大まかに High-End と L

ow-End に別れますが、High-End の学生は大体それくら

い勉強していると思います。家で勉強する方が多く、学

校で勉強する人は少ないです。

Ｑ：日本の高校体験により変わったことは？

とりたてて大きな変化はありませんが、前より勉強をす

るようになったかもしれません。日本ではみんな勉強を

よくしていると思いました。テストで高得点をとること

があるので、友達はびっくりしてます。

Ｑ：また日本に行きたい？

(笑)もちろん！ 9 年生の頃から、友達と「高校を卒業し

たら 1ヶ月くらい日本に行きたいね」と話しているので、

ぜひ実現させたいです。日本で過ごした 2 週間はとても

大切な思い出です。貴重な体験をさせてもらって、とて

もラッキーだと思います。またいつか知り合いになった

人たちと会えることを願っています。

ロッキー君、かなり優秀な学生ぶりです。西オーストラ

リアでは 10年生までは義務教育で 11、12 年生は、大学

進学準備(ロッキー君のように)、手に職をつけるために

専門技術を学ぶ、見習いとして職業訓練に入る、に別れ

ます。大学進学希望者は最終学年 12 年生の最後に行わ

れる一斉テスト(センター試験のようなもの)に向け学業

に専念。医学部や法学部への進学希望者は高スコアを獲

得する必要があるため相当努力をします。塾通いは一般

的ではないので、家族のサポートを受けたり、家庭教師

をつけて勉強します。 IYEO Perth 竹沢美津江
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なつかしいホストファミリーと再会！
in ミシシッピ

AYA2011 鷹尾一之助@West Marion High School



名前の由来は？
アンザック・ビスケット

オーツ麦、ココナッツ、ゴー

ルデンシロップが主な材料と

して用いられるクッキー。第

一次世界大戦時に編成された

Australia and New Zealand Army Corps (頭文字をとって通

称 ANZAC 隊)にちなんでアンザック・ビスケットとよば

れています。アンザック軍団が最初に投入されたトルコ

のガリポリ半島 (Gallipoli) で激戦を戦う兵士のために、国

に残された妻や家族が、栄養価が高くて日持ちがするクッ

キーを作って戦地に送ったという歴史にちなんで、アン

ザック・ビスケットという名前で呼ばれるようになりま

した。

ちなみに、オリジナルのビスケットは甘くなく、パンの

代わりとして作られ、アンザック・タイル、アンザック・

ウエハースなどとも呼ばれていました。ガリポリの戦い

の投入日であった 4 月 25 日はアンザックデーという祝

日となっており、戦争追悼日として、オーストラリアの

カレンダー上とても重要な日です。今ではアンザック隊

だけでなく、すべての戦争に参加した兵士のための追悼

日となっています。

アンザック・ビスケットは

一般のクッキーとして普通

にスーパーなどで１年を通

して売られていますが、特

にアンザックデー近くなる

と店頭に並び、特別仕様の

ビスケット缶に入ったもの

なども登場します。 IYEO Perth 竹沢美津江
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オーストラリアは英国式英語が標準語ですが特有の話し方があり、スラング

(俗語)として広く使われています。一般的に単語を短縮したり、短縮形の語尾

に親しみ感のある-y, ie などといった接尾語をつけた形が典型的です。Aussie

はまさにその一例。他にはこんな単語がよく使われます。どんな単語に由来し

ているか分かりますか？

Arvo, Barbie, Brekkie, Brolly, Chrissy, Comfy, Cuppa, Footy, Maccas, Mozzie, Roo, Sunnies, Telly, Uni, Undies, Rego, Fab

(回答)

Afternoon, BBQ, Breakfast, Umbrella, Christmas, Comfortable, Cup of Tea, Football, McDonald, Mosquito, Kangaroo,

Sunglasses, Television, University, Underwear, Registration, Fabulous

他に、環境や歴史、生活様式などに由来する、オーストラリア独特の単語もオージースラングとしてよく使われます。

日本でも地方ごとに標準語にはない単語が使われたりしますよね。以下、主なスラングです。

Billie(キャンプ場などで使うヤカン) Bloke(男の人) Bloody(Very のように使われる形容詞) Crook(調子が悪い)

Daggy(ダサい) Dunny(トイレ/元々外に設置されたトイレ小屋) Esky(クーラーボックス) Grog(酒) Heaps(たくさん)

Icy pole（アイスキャンディー） Loo(トイレ) Lollies(キャンディーなどのお菓子) Mate(友達、仲間) Old man(親父)

Pom/Pommie(イギリス人) Prang(車の事故) Push bike(自転車) Snag(ソーセージ) Ta(ありがとう)

ここまで、単語としてのスラングをあげましたが、G’day Mate! に代表されるように、オーストラリアならではの

表現もたくさんあります。ちなみに G’day Mate は、“グッデイ・メイト”ではなく“グッダイ・マイト”と発音

され、AとＥの発音が異なるのもオージーイングリッシュの特徴です。

G’day Good Day こんにちは How ya goin? How are you? げんき？ Good on ya よくできたね

Lucky duck ラッキーなひと You beauty/Beaut すばらしい！ No worries どういたしまして

Fair dinkum ホントだよ! Fair go 公平なあつかい Fair enough もっともですね

G' day, Mate!!
オージースラング

IYEO Perth 竹沢美津江

世界の「食堂車の」

車窓から

こんにちは、AYJ2011(1期生)のHelenです！

こんにちは！久しぶりです。

私は元気です。皆さん元気ですか？

私は今アメリカに勉強します。

アメリカに日本からの友達がいます。

だからときどき日本語喋ります。

中村学園の皆さんに会いたいです。

時々友達と facebook でチャットします。

私は日本語の勉強を頑張っています。

それではまた会える日を楽しみにしています。

次の旅行、日本へ行きます～～

Best wishes

Helen (YU Pei-Lun)



ご無沙汰しています！もっと早くメールを出すべきでし

たが、大学の仲間が次々に仕事を決めていく中、恥ずか

しくてメールが出せずにいました。

2012 年 5月、California State Uni

versity, Fresno を卒業後、訳あっ

て OPT を取らず、東京のある大

手監査法人でインターンをし、地

元熊本で１年以上ひたすら孤独に

米国公認会計士(CPA)の勉強と就

職活動をしておりましたが、今回

ボストンキャリアフォーラムにて、

日系の大手会計事務所のニューヨークオフィスに監査人

として入れていただくことになりました。場所はマンハッ

タンのど真ん中、グランドセントラル駅の隣。会社も大

手監査法人と同等規模、給料も初年度から立派でビザ申

請費用も出してくれます。正直なぜ特別 GPAもそんなに

高くない熊本の田舎者の自分が世界の真ん中なのか、自

問自答の日々が続いています。率直に言えばニューヨー

クという都会に飲み込まれてしまいそうで怖いとも感じ

ています。

日本の中学卒業後、ニュージーランドの高校に進学する

ほど入れ込んでいたエアラインパイロットの夢は？と思

われたかも知れませんが、Lindenwood University から Cali

gornia State U, Fresno に転校した時に日本の航空身体検

査に事実上 Fail して諦めざるを得なくなりました。今も

NZ と米国のパイロットの免許と航空身体検査は保有して

いますが、これも人生、パイロットに近い仕事をと思っ

て今の会計の道を選びました。今後は余暇にでも飛ぶか、

年間３分の１が出張なのでお客さんとしてフライトを楽

しもうかと思います。

今年の H1 ビザは申請多数により抽選になりましたが無

事に当選、審査の結果労働許可も下りて、H1ビザの申請

中です。ビザ自体は多分大丈夫なので、10月から心機一

転、また頑張ってこようと思います。

久しぶりに IYEO のウェブサイトを拝見しました。IYEO

広島デスク発の馬場君が News Avenue に出ていましたね。

親友として嬉しい反面同窓生として悔しくもあります。

彼は自分が行く先々にいます。卒業旅行でラスベガスに

行けば旅行でいるし、ボストンキャリアフォーラムに行

けば住んでいるし、夏に LA にもいるし、この前会社訪

問したら NY に引っ越していました。いつも彼の部屋に

泊めさせてもらっています。お互い意志を持って Linden

wood から転校した仲間なので、ものすごく運命のような

ものを感じます。もしかしたら、彼に仕事が見つかれば

一緒に NY に住むかもしれません。彼にはいつの日か大

成してもらいたいですね。これもまた IYEO 広島ならびに

IYEO 福岡の皆さんのお陰です。(馬場君の話は News Ave

nue 16 号・28号をご参照ください。)

毎日、米国公認会計士（CPA）の勉強中ですが、福岡デ

スクと広島デスクには近いうちに一度、お礼を兼ねてご

挨拶に伺おうと思います。もし後輩にお話したり、説明

会のお手伝いしたり、ボランティアできるチャンスがあ

れば参加させてください。IYEO の卒業生として、なにか

現役生や将来の後輩たちのきっかけになればと思います。

私は、高校生の時に留学を決意し、IYEO 広島デスクの C

AP のトレーニングを経てを経て留学、この春、ハワイ州

の Kapiolani Community College を卒業しました！

IYEO 広島デスクに通い始めた当初は、泣きながら帰るこ

とも多かった私ですが。。。無事、IYEO 広島デスクのお

2人に卒業の報告ができて良かったです！

私は Hospitality の Travel and Tourism と Hotel&Restaurant

Operation を専攻し、おもに観光業、航空会社やホテル、

飲食業についての勉強をしました。今は、OPTに向けて

準備をしています。在学中にインターンシップでお世話

になったワタベウェディングで引き続き OPTでも働かせ

ていただけるようになりました。ハワイで結婚式をする

ご予定の方はぜひワタベウェディングで！

私が、無事卒業

できたのも、IYE

O 広島デスクの

おかげです！ C

AP のトレーニン

グをしていてよ

かったなと思う

ことが多々あり

ました！ 10 代

の時に吉川さん

に出会って、今まで知らなかったことや厳しいこと、た

くさんのお話を聞けて、とても勉強になり、すごくいい

刺激になりました。在学中の方、これから出発される方、

留学を考えている方、大変なことも多いと思いますが、

卒業に向けてがんばってください！
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結婚式なら ワイへどうぞ！
ワタベウエディングでOPT 開始

次田芳菜 @ Kapiolani Community College

マンハッタンの大手会計法人に就職！
CPAの資格取得めざして

添島廣大 @ California State University, Fresno



◆IYEO パースデスクが IYEO News Avenue 編集に参加！！
初の編集参加、

勉強になりまし

た。よい機会を

いただいて光栄

です。特にイン

タビュー記事の

取材は、普段の

会話からでは読

み取れない学生

さんの成長振りがうかがえて、おもわず顔が緩んでしま

うよい経験をさせていただきました。オーストラリアで

日本のことを紹介するのも誇りに思いますが、日本に向

けてオーストラリアのことをご紹介できるのは楽しい体

験ですね。「へぇー、そうなんだぁー」とちょっと新し

い知識を得てもらえたら光栄です。

IYEO Perth 竹沢美津江

◆IYEO ブリスベンデスク・オフィス移転のお知らせ。

IYEO ブリスベンデスクが、7 月 1 日より、下記に移転し

ました。新オフィスは、現オフィスから約 200m 先の同

じストリートモール上。電話、ファックス等は変更あり

ません。

新住所：Level 10, 141 Queen Street, Brisbane,

QLD 4000, Australia

Tel: +61-7-3012-7533

Fax: +61-7-3012-7566

IYEO では、恒例のアメリカ大学奨学金プログラムならび

にアメリカ高校交換留学プログラムの説明会を全国各地

にて開催中です。アメリカの大学留学、高校交換留学に

はどれぐらい費用が必要？英語の授業について行けるの？

各地にて開催される説明会でその疑問を解決しましょう。

説明会日時・会場等詳細については各地デスクまでお問

い合わせを。

7/27(土)福岡(奨学) 13:30-17:00 アクロス福岡

7/27(土)千葉(AYA) 13:30-15:30 市川市文化会館

7/28(日)広島(奨学) 14:00-16:00 広島 YMCA

8/31(土)札幌(奨学) 14:00-16:00 かるで 27
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IIntercultural Youth Exchange Organization (NPO) Sapporo Sendai Chiba Mie Osaka Hiroshima Fukuoka Miyazaki Okinawa Vancouver Seattle Perth Brisbane Wellington

編集後記

IYEO News Avenue29 号には、ダウンアンダーよりオーストラリア・パースデスクが編集に

参加！知っているようで知らないオージースラングや、アンザックビスケットの由来など、

IYEO の海外ネットワークならではの話題を掲載しています。あまりに盛りだくさんで掲載

できなかったアンザック・ビスケットのレシピに興味がおありの方、IYEO 本部あるいはパースデスク

までどうぞ！次号は再びパースデスクの登場、「オーストラリアの高校生にインタビュー」を掲載予

定です。皆様お楽しみに。次号でまたお会いしましょう！ May・Sai・Papaya・Mitsue

季刊誌 「IYEO News Avenue Vol.29」 2013年 7月 25日号

発行 青少年異文化交流推進協会
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活動報告＆お知らせ

アメリカ高校交換留学プログラム
2014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

アメリカ大学奨学金プログラム
AYAアメリカ高校交換留学プログラム


