
こんにちは！今年の夏に、Junior Liaison Of

ficer(JLO の詳細は 2P にて！)に就任しまし

た。達川貴絵です！ Major は Hospitality Ma

nagement。昨秋より、サウスダコタ州の Bl

ack Hills State University(BHSU)に通い始め、2年目の Fall

も１ヶ月がたとうとしています。

１年前に BHSU にきた自分が昨日のことのようですが、

ここにいる今の自分と１年前の自分は全く違うような気

がします。１年前 BHSU にたどり着いたときは、行く前

には、わくわくでいっぱい、楽しいことが大好きで誰と

でも友達になる気楽であった日本での自分とはうってか

わり、新しい環境への対応、母国語ではない言語での友

達作り、とてつもないホームシックとカルチャーショッ

クにかかり、はじめの１ヶ月間はたくさんもがき苦しみ

涙を流しました。

それでも１年間

泣きながらも前

に進み通しまし

た。出発前は E

SL 受講をため

らっていました

が、はじめの学

期は ESL をと

りました。自分

の予想とはうらはらに ELS は非常に価値のあるもので、

それなしではとてつもない成績をとるところでした(笑)。

２学期目 Spring semester は ESLを卒業、いざレギュラー

クラス本番へ！もちろん、CAP の中で教えられた通りど

の授業も一番前の席へ。ですが、授業がいざ始まると、

最初は後ろからどんどん答えるアメリカ人に圧倒され、

誰がどこを話しているのか追うのがやっと、レクチャー

形式である General psychology の一番はじめのテストで

ずっこけ、そのあと泣きながら勉強しました(笑)。

その後、次第に授業に慣れ、親切なクラスメイトにも助

けられながら、無事に全てをパス。２学期目はルームメ

イトとかなり仲良くなり、イースター休暇にコロラド州

にある彼女の実家に何日間も泊めてもらったり、一緒に

寮で夜中まで勉強したり、こんなに素敵なルームメイト
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に出会えて本当に運が良かったなと思います。

さらに２学期目から、ESL でお世話になった先生に頼ん

で、大学での仕事をゲット！今は建物の３階にある ESL

のオフィス、プラス同じ建物の１階にあるインターナショ

ナルオフィスでも働かせてもらっています。もちろん勉

強をおろそかにはできないので、勉強第一！車の保険料

とガス代を払える程度に働いています。働きながらもい

ろ色なことを学んでいます。頼まれた仕事をいかにクリ

エイティブにこなすか、自分がやりたいことや自分のア

イディアを行動に移す大切さ、要求されたものよりも良

いものを作ること等、たくさんのことを学んでいます。

今学期は International Students Organization の代表として、

Student Senetar の

一員としても動い

ています。

2 年生まではっき

り専攻を決めなく

てもよいアメリカ

の大学の制度がと

ても私にプラスになっています。今はまだ出発前と専攻

は変わっていませんが、今とっている Economics がすご

く興味深く、Economics や Marketing もいいなと思ったり

しています。まだまだ色々選択肢が広がりそうです！平

日は勉強中心！土日はしっかり楽しむといったメリハリ

のある生活パターンで過ごしています。

この１年で一番自分の中で確かになったことは「すべて

のことに意味があり、辛いことや自分にとって難しいこ

とは、自分の心への筋トレであり、成長の種であること」。

自分がどんな人間であるのかもはっきりしてきました。

今学期は、IYEO広島の先輩たちがさらっと言う「GPA4.0」

を目標にがんばりたいと思います。まだまだ２年目、半

人前の私ですが、周りの人の支え、一期一会に感謝しな

がら、これからも前に進み続けたいと思います。

こんにちは! 同じく JLO の内藤夏菜です。

私はケンタッキー州の University of the Cum

berlands に通っています。

たくさんのワクワクと不安を抱えながら、

ケンタッキー州に向けて日本を発ったあの日からもう 2

年も経ちます。今回は私がこの２年間さまざまなことを

経験しながら過ごし、いよいよ来年の春には卒業を迎え、

私の母校となる University of the Cumberlands をご紹介し

たいと思います。

University of the Cumberlands はケンタッキー州の田舎に

ある小規模の 4 年制大学です。大学の最寄りの空港に到

着、私のスーツケースが行方不明になり、係の方の英語

での説明を何がなんだかわからないまま聞き、迎えに来

てくれた大学の方に連れられて、やっと大学に到着した

とき最初に思ったことは「本当に周りに山しかない！」

ということでした。私の大学がある街には交通機関が何

もなく、本当に車がないとどこにも行けないような田舎

です。

そんな自然豊かな街にある小さな大学の University of the

Cumberlands ですが、今では、そこがこの大学の素晴ら

しいところであると実感しています。

ひとつは、小さな大学であるために、教授との距離や学

生同士の距離がとても近いこと。授業では、教授は私の

名前をすぐに覚えてくれ、質問や相談に行くととても親

身になって応えてくれます。質問に来てくれてありがと

う、とさえ言ってくださる教授もいます。学生もとても

フレンドリーで、キャンパスですれ違うと、知らない人

とも笑顔で挨拶を交わします。また友達の誕生日がやっ

てくるとみんなでサプライズパーティを計画してお祝い

します。私の大学ではお酒を飲むことは禁止されている

のでお酒はありませんが、友達とバースデーディナーを

作ったり、会場を飾り付けしたり、日本のようにレスト

ランに行ってお酒を飲んでお祝いするのとはまた別の楽

しさがあり、とても盛り上がります。
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IYEO Junior Liaison Officer とは?
IYEO Junior Liason Officer(JLO)とは、IYEO 本部の要請

に基づいて、就学の様子について、学校生活について

等々の現地調査にご協力いただく海外特派員です。

■JLO 応募条件

①海外滞在期間が 1年以上経過していること

②成績が GPA4.0 満点換算で 3.0 以上であること

③IYEO カウンセラーあるいは就学中の学校のカウンセ

ラーの推薦を受けられること

本制度は完全ボランティアで、金銭的な謝礼はありま

せんが、IYEO の認定証を発行します。大学・大学院へ

の出願時、あるいは就職活動時に課外活動(Extracurric

ular Activities)として記入いただくことも可能です。

お問い合わせは最寄の国内＆海外デスクまでどうぞ！

IYEOJunior Liaison Officer 便り

自然豊かなカレッジで留学生活を満喫!
内藤夏菜@Univ. of the Cumberland



もうひとつは、豊かな自然の中で、日本ではなかなかで

きないような経験をたくさんすることができることです。

私たちは週末遊びに行くとなると、ショッピングではな

く、山や湖に行きます。先週末は友達が働くキャンプ場

へ行き、ジャンプポイントである崖から湖へ飛び込んだ

り、ハイキングをしたりしました。時にはそこで宿題を

することもあります。自然の中でとてもリフレッシュで

きて勉強もはかどります。昨年

の秋休みには山の中にある友達

のお家へ泊まりに行かせてもら

い、お庭で焚き火をしてサーモ

ンを焼いたり、ゴルフカートに

乗って山の中をドライブするな

ど、本当に貴重な経験をさせて

もらいました。来月には、学校

のクラブアクティビティでスカ

イダイビングをする企画がある

ので挑戦してみようかなと今からわくわくしています。

私がこのような貴重な経験をしながら無事アメリカで大

学生活を送れているのは、大学の教授、友達、日本から

支えてくれる両親、友達、そして IYEO 広島の皆さんのお

かげです。これからも、この素敵な学校で

たくさんの貴重な経験をさせてもらえるこ

とに感謝しながら残りの大学生活を楽しみ

たいと思います。
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世界何でもランキング

オリンピックを最も多く開催した国は？
2020年オリンピック・パラリンピック東京開催を祝して！

1896 年、アテネでの第 1回近代オリンピック開催以

来 2012 年のロンドン大会まで、夏季オリンピック

は 27回開催。その間、2度の世界大戦で 3つの夏季

大会が中止に。さて 1986 年以降、夏季・冬季あわ

せて最も多くオリンピックを開催した国は？

夏季 冬季 計

1. アメリカ 4回 4回 8回

2. フランス 2回 3回 5回

3. 日本 2回(2020) 2 回 4回

4. イギリス 3回 0回 3回

4. カナダ 1回 3回 3回

4. イタリア 1回 2回 3回

4. ドイツ 2回 1回 3回

国際オリンピック委員会(IOC)

夏季オリンピック開催都市別では、ロンドンが 3 回

で 1位、2位の 2回開催は、2020 年の東京開催も数

に加えると、東京、ギリシャ、パリ、ロサンゼルス！

IYEO-AYJ プログラム 2013-2014(3 期生)始動！！
Academic Year in Japan (日本高校留学体験プログラム)

IYEO 福岡 岩下小百合

◆Welcome to Fukuoka!
8/22、オリエンテーション地となった福岡に台湾から 3 名の AYJ 生が到着。

台風が近づく中、若干の遅れはあったが無事到着。私達に気付いた彼女達の顔

に笑顔が！すぐに打ち解けそうかも・・と感じたのもつかの間、1 名の生徒が

突然泣き出した。皆、度肝を抜かれ、一瞬全員がぽか～んとなってしまった。

ホームシックだった。福岡に到着して 10 分も経っておらず、お互いの自己紹

介もしていないのに。とにかく驚いたが、宿泊ホテルに到着する頃には笑顔が少しずつ戻った。外は突然のゲリラ

豪雨。驚きの連続でパンチの効いた AYJ2013-2014の幕開けとなった。

◆いよいよオリエンテーション開始！
AYJプログラム担当理事の吉川氏とChen Ting-An 受入担当となる千葉デスクの藤井氏も合流。日本語能力に差があっ

たため、日本語／英語の両方で互いの理解を確認しながら、時折「こんな事が起きたらあなたはどうする？」といっ

たロールプレイを織り交ぜてオリエンテーション。彼女達の真剣な姿勢は日本での交換留学生生活に対する気持ち

そのもののように感じた。待ちに待った(?)ランチでは、朝食時に練習した「いただきます」と「ごちそうさまでし

た」を思い出して練習、少しリラックス。日本での生活についての意気込みを尋ねると、晴れやかな笑顔で「頑張

る！」と力強い言葉が返ってきた。

◆それぞれの就学地へ！
朝食は少し慣れた(？)様子で各々注文をし、皆で揃って「いただきます」。それぞれの地への旅立ちを前に、前日

とは若干違った緊張感を感じている様子だったが、ワクワクしている様子でもあった。朝食が済んだら荷物をまと

めてそれぞれの就学地へ移動、ホストファミリーと対面、いよいよホストファミリー宅での生活がスタートする。

チェックアウト後、千葉と三重へ向かう生徒 2名と共に博多駅へ移動。博多から先は千葉デスク藤井氏にバトンタッ

チをし、これから始まる AYJ生活に向けて各々の就学地へ出発する彼女たちの旅立ちを見送った。



オーストラリアでの高校生活は？？
パースに高校留学中の寛子さんにインタビュー！

中学 3 年の 1 学期を終

えた後、昨年の 7月に渡

航し、オーストラリア、

パースのシニアハイスクー

ルにて留学中の寛子さん

にインタビューをしまし

た。（写真右）

Ｑ：留学先をオースト

ラリアにした理由は？

英語を学びかったことに加え、英語圏の中でも一番治安

がよさそうで日本からも近かったから。

Ｑ：ホームステイ先で驚いたことは？ 食事は？

シャワーの時間が短いこと。オーストラリアは水不足な

ので、水を大切にしているから。お風呂に毎日入る日本

人にとってはつらいです。食事はおいしいです。味噌汁

と漬物とか、純和食が好きなのでたまに恋しいですけど、

基本的に食べ物はおいしいです。

Ｑ：日本よりも良いところと残念なところは？

いいと思うところは、自然とか景観がきれいなところ。

パースは電柱が少なくて、青空が広がっている景色が典

型的で「きれいだなー」と思います。残念なところは、

時間にルーズなところ。電車とかバスもたびたび遅れた

りしますが、遅れてもお構いなしといった感じです。

Ｑ：友達はどのようにして作りましたか？

日本に興味のある人に日本のことを教えてあげるのが一

番友達になりやすいです。アニメとか漫画とかに興味の

ある人が結構います。

Ｑ：学校生活で日本と異なるところは？

オーストラリアは教科ごとに教室を移動、ノートのサイ

ズが日本より大きくて全てA4サイズ。日本は学校によっ

て鞄の種類が色々あるけれど、オーストラリアは私立、

公立に限らずどの学校もリュック(バックパック)です。

また多民族国家なので、先生も色々な国の出身でアクセ

ントも様々で、おもしろいと思いました。

Ｑ：授業などでわからないことが

あったときは？

最初は授業中分からないことがたくさ

んあってあせりました。今は大体わか

るようになってきました。最初はもらっ

た授業のプリントのわからないところ

を英和辞典を使って必ず調べて覚える

ようにしました。今は、意味調べノートを作って授業中

にわからないことを書き留めておいて、家での学習で調

べるようにしています。

Ｑ：毎日の勉強時間と勉強方法は？

宿題の量によりますが、平均で３～４時間勉強します。

宿題と自習とあとは読書。今年からレベルが上がったの

で内容がかなり難しくなり、宿題も多く、小テストもた

くさんあります。テスト勉強の時間も結構必要です。

Ｑ：勉強で一番難しいのはどんなことですか？

理科、数学、社会などで専門用語が出てくるので、覚え

るのが難しいです。意味を調べても、日本で習っていな

いことがあったりするので、日本語の意味が分からない

ということもあります。そういう時は、インターネット

でまず日本語の意味を調べて理解するようにします。

Ｑ：日本で準備をしておいた方がよかったことは？

もっと英語を聞いたり、読んだりしておけばよかった。

英語以外では、日本の国のことをもっと学んでおけばよ

かったと思いました。生活面では、オーストラリアでの

マナーを知っておいたほうがよかったと思いました。

Ｑ：約 1 年経って、変わったと思うことは？

考え方がよりポジティブになりました。ちょっとなりす

ぎたかも。また、陸上をやっていて、日本だけでなく、

オーストラリアでも通用するんだと思い、自分に自信が

でてきたと思います。あと英語がだんだんわかるように

なってきて「やればできる」と思うようになりました。

Ｑ：最後に、日本の中高生へのメッセージを。

日本人は英語が嫌いという人が多いように思いますが(私

の友達の中でも)、嫌いや苦手でも好き

になる勢いで勉強して、他の教科も大

事だけど、英語を特に力をいれて学ん

でほしいです。社内の公用語が英語と

いう企業もでてきているし、出来ない

と困ると思います。

寛子さん、ずいぶん「受入れられるようになったなぁ」

と思います。自分の価値観も大事ですが、違った価値観

を認めるというのは、国際社会に生きる上でなくてはな

らないスタンスではないかと思います。異国に地に生活

する上で、認めて尊重することは、意識すれば可能なこ

とだと思います。彼女の言葉の端々にそれが感じられま

す。勉強はもちろん、スポーツ万能で、地域の陸上クラ

ブに所属、昨年は州大会まで進んだ実力があります。基

本的に子供を褒めて育てるオーストラリア、寛子さんも

そんな環境にいて、自分に自信が持てるようになったの

かもしれません。 IYEO パース 竹沢美津江
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こんにちは。2011 年から約 10ヶ

月、AYAアメリカ高校留学プログ

ラムに参加、その後日本に戻り在

籍高校へ１年間通い、今はニュー

メキシコ州にあるユナイテッドワー

ルドカレッジという学校のアメリ

カ校に在籍しています。

ユナイテッドワールドカレッジ（UWC)とは国際バカロレ

アという教育カリキュラムに基づき、国際理解、平和教

育やボランティア活動を重視している 2 年制の教育機関

で、日本で言う高校 2、3年生の生徒が世界中から集まっ

ています。世界に 13校ある UWC のうち、僕はアメリカ

校に通っています。アメリカ校には世界 80 カ国以上か

ら 200人の生徒が通っています。

UWC を受験しようと思った動機はその教育プログラムで

す。暗記だけでなく、考える力をつける教育、個性を伸

ばす教育というところに魅力を感じました。さらに AYA

交換留学中、どの教科も生徒一人一人が自分の意見を自

由に述べることができるという授業で。先生方も個人の

考えや個性を細かく評価し伸ばしててくださったという

のがあり、それが僕のやる気や、また UWC へ挑戦しよう

という自信にも繋がりました。AYAでの経験を活かし、

今度は世界中の生徒が集う UWC の生徒となることで、更

に国際理解を深め、将来は世界の舞台で貢献できる自分

へと成長したいと考えたからです。

UWC に来て最初の 2週間はオリエンテーションでキャン

プへ行ったり、泊まりがけでハイキングに行ったりしま

した。先週から授業やクラブ活動が始まりました。因に

科目は上級科目として英語、数学、地理、演劇を、標準

科目として母国語（日本語の現代文を自習学習）、化学

をとっています。１時限 85 分、生徒も積極的に発言し

参加、おもしろいのでとても早く感じます。授業にでき

るだけ参加できるように先生に何か聞かれたらいつも一

番最初に手を挙げてます。課外活動としてドキュメンタ

リー映画制作、学校の宣伝を SNS やブログでするメディ

アチーム、近くの町のホームレスの方の家作りを手伝う

活動などをやっています。また、スポーツはスウィング

ダンスをしています。さらに卓球クラブ、ディベートク

ラブ、ドラマクラブとクラブを３つ掛け持ちしています。

こんなスケジュールなので夜寝るのは毎日 2時過ぎです。

学校には様々な個性、才能、バックグラウンドを持った

生徒や先生が集まっています。僕よりも漢字に詳しいポー

ランド人や数学の超難問の解答を一分で思いつく中国人

など。学校で特に仲がいいのはルームメイトのセネガル

人の子や、ジンバブエ人やアフガニスタン人の子。これ

だけ異文化が混じり合っているので、様々なことについ

てディスカッションするのがとても楽しいです。

メキシコからの不法移民の問題を調査するプロジェクト

チームに入ったため、来週から 1 週間国境やメキシコの

町に滞在、実際に移民の方の話を聞いたりします。2 年

間充実した生活を送りたいと思います。
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世界の国旗Ｑ＆Ａ(18)
パラリンピック シンボル

2020 年オリンピック・パラリンピック東京開催を祝して！

今回は 2020 年、オリンピック直後に東京都で開催され

るパラリンピック旗(パラリンピックシンボル)について。

以前はオリンピック旗と同じ5色が使われていましたが、

オリンピック旗と区別するため、1994 年リレハンメル

大会から現在の 3 色の旗に変更、また、2004 年アテネ

大会から現在のロゴ(3 代目)に変更され、現在に至りま

す。2008 年北京大会ではシンボルの形と色は同じです

が、3 色の意味を中国式に赤＝天、青＝地、緑＝人とし

ました。本来の意味は人間の最も大切な 3つの構成要素

を 3色で表わしています。

さて、ここで問題です。

Q.人間の最も大切な 3 つの構成要素を赤、青、緑の 3 色

で表わしているのがパラリンピックシンボルですが、

この“構成要素”とは一体何でしょう？

A. 赤＝心（スピリット）・青＝肉体（ボディ）・緑＝

魂（マインド）

最後に・・余談ですが、“パラリンピック”という言葉

の発案は日本人なのだそうです！御存知でしたか？？

世界 80か国以上の生徒と学ぶ日々！
ユナイテッドワールドカレッジ留学中

AYA2011参加者 後藤新平



仙台の・・

本当の
名

物は？

仙台の有名な食べ物といえ

ばまず牛タン想像される方

は多いのではないでしょう

か。牛タン炭焼の利休は都心にも進出している有名店で

すね。仙台市民はいつも牛タンを食べているわけではあ

りません。というかあまり食べません。地元の人と県外

からの人が想像する名物には違いがあるとではないかと。

今回は仙台デスクがおすすめする名物２つを紹介できれ

ばと思います。

1 つ目は喜久水庵のク

リーム大福シリーズ

「喜久福」。お茶の井

下田というお茶屋さん

が展開しているお店な

のですが、お茶の他にスウィーツや食事なども提供して

います。喜久福は抹茶・生クリーム・ずんだ生クリーム・

ほうじ茶の 4 種類を販売していて、大福のもっちり感と

クリームの組み合わせが最高です。仙台名物のずんだ味

もあるので、ずんだ餅に飽きた方はいかがでしょうか。

2 つ目は宮城県の有名な酒造、一の

蔵の「すず音」。スパークリングタ

イプの日本酒で、口当たりが軽くま

るでシャンパンのような喉越しのお

酒です。女性の方に好まれるお酒で

すね。季節限定で「花めくすず音」

という同じシリーズのお酒もおすす

めです。その他、大吟醸や純米酒など他のお酒も美味し

いです。どちらもは仙台駅で買う事ができますので、仙

台にいらした際は、いつもと一味違った味をお試しくだ

さい。 IYEO 仙台 小野千亜希

僕が通っているミネソタ州立大学マンケート校のスポー

ツマネジメント学部では 300

時間のインターンシップが必

須になっており、夏季休暇を

利用して女子サッカーチーム

「福岡 J・アンクラス」とプ

ロサッカーチーム「アビスパ

福岡」で1ヶ月間ずつインター

ンシップをさせていただきま

した。アンクラスでは GM に

同伴、試合運営、営業同行、

企画書作成、練習の手伝い等、

アビスパでは主に事業部でAdobe Illustrator を使ってのウェ

ブサイト用のイラストやポスター作り、プレスリリース

の原稿作成、試合運営などを行いました。アビスパでは

広報業務も数日間させていただき、試合後の記者会見場

で監督のコメントを取ったり、練習場でブログ用の写真

を撮ってアップしたりと 2ヶ月間で様々な経験をするこ

とができました。

インターンシップを通して一番勉強になったことは、学

校で学ぶことと実際に行われている業務にズレがあるこ

と。もちろん、学校で学んだことがベースになることは

間違いないですが、ほとんどのことは教科書には書かれ

ていません。また、文化の違いにより、海外で学んだこ

とが日本ですべて通用できるとは限らないこと。スポー

ツにも文化があり、海外と日本ではやはり違いがありま

す。例えば、まだ日本ではチームが企業(スポンサー)の

広告塔として考えられ、チーム自体でお金を稼ぐという

ビジネス色がアメリカに比べて弱いと思います。また、

日本にはスポーツにお金を払うという文化があまり根付
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お・も・て・な・し 「おもてなし～」

2020 年東京オリンピック開催決定に至るまで、招致委員のたゆまぬ努力があった事はニュースでもとりあげられて

いましたね。最後のプレゼンで滝川クリステルさんのスピーチの中で「おもてなし」という言葉が使われ、話題を

呼びました。おもてなしの本当の意味は？日本国民として正しく理解しておきたく、調べてみました！

■「おもてなし」の語源：“もてなし”の美化語
意味：“表裏なし”。表裏のない気持ちでお客様を迎えること、接すること。また、“表なし”という意味もある

そうです。もてなしには、目に見える形（言動など）としての「モノ」と、目に見えない心や意識を指し示す「コ

ト」の２つがあり、どちらか１つが欠けてしまっては本当の意味のもてなしとは言えないものなのだそうです。ど

んな舞台でも目立たず芝居の補助をする黒子の存在は重要です。目には見えない心や意識、気持ちや思いやりとい

う「コト」は、まさに“黒子の心”をもって表現する態度や言動を指しているようです。よって、表には見えず裏

にある（裏に隠れた）「コト」があってこそ、その真心が立役者となり、表（言動など）と裏（心・気持ち）が完

全一体化したものが真の“おもてなし（もてなし）”と言えるのでしょう。 IYEO 福岡 岩下小百合

世界の「食堂車の」

車窓から

アビスパ福岡でインターンシップ！
教科書に書いてないことがたくさん

土屋雄一郎@Minesota State U. Mankato



いて無いように感じます。ア

メリカ 4 大リーグ（NFL, MLB,

NBA, NHL)のチケットはプロ

野球や J リーグのチケットよ

り数倍高いですが、それでも

日本よりも平均観客数は多い

ので、その分多くのお金がチームに入ります。学生スポー

ツ(主に大学)も注目度が高く、10 万人規模のフットボー

ルスタジアムを持っている大学もあり、いつも多くの観

客で埋め尽くされます。これらはほんの一例に過ぎませ

ん。ただ、一概にアメリカが優れているというわけでは

なく、各国・各地域によっていろんな文化があり、その

特色にあったやり方があると思います。日本国内でも東

京と福岡ではスポーツビジネスの仕方が違うとインター

ン中に聞きました。「郷に入っては郷に従え」という言

葉がありますが、特に海外留学生にとってこの言葉はい

つも重要であり、頭ごなしに海外で学んだことを主張し

たり使うのではなく、それを生かして日本の文化やロー

カルルールに適応し、その中で新しい色を出していくこ

とが大事だと思います。大切なことは学校で学んだこと

を自分のものにして、業務に応用していく能力を身につ

けることだということを強く感じました。

あと残り 1 年間の大学生活では、テストでいい点数を取

るためだけの勉強ではなく、「何が将来使えるか」とい

うことに重きを置いて勉強したいと思います。

浦添高校に１年間通った後、カナダのノバスコシア州の

ヤーマスへの高校留学。最初はやはり友達とか作れるの

かな？本当に英語は伸びるのか？と言う不安がありまし

た。しかし、カナダ人はとても優しく、留学生の僕にた

くさん英語も教えてくれました。３ヶ月もすると理解は

ほとんど出来るようになり、半年後には、ローカルの子

とたくさん友達になり、英語も自然と成長していました。

留学して 10ヶ月くらい経った頃、友達の中でも１番仲の

良かった子とその子の家族とも仲良くなったことにより、

そこにホームステイさせてもらうことになりました。そ

こから本格的なローカルの遊びや仕事など本当に良い経

験をさせてもらいました。世界の人達と友達になり、こ

の広い世界をもっと見たかったので、ノバスコシアプロ

グラムでの 1年は僕にとっては最高の経験になりました。

カナダの高校を卒業後、１度沖縄に戻り、６か月後、ニュー

ヨークのコミュニティーカレッジに進学しました。大学

ではルームメイトととても仲良くなり、その後クラスの

人達、同じキャンパスに住んでいる人達と仲良くなり、

最終的には学校が始まって 1ヶ月もしない内にキャンパ

ス内に住んでいるほとんどの人と友達になっていました。

短大生活はとても楽しく、でも早かったです。卒業後、

沖縄に帰った後、再びニューヨークの

大学に編入。将来は世界から集まった

留学生に英語を教える先生になりたい

ので、大学で Teaching English as a Sec

ond Language を専攻、留学生活を通し

て自分が今まで持っていた世界感がい

い形で変わりました。これからもがん

ばります。
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外国人向けの英語教師めざし勉強中
再びニューヨークの大学へ

眞栄城和樹 ノバスコシア高校プログラム参加者

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

留学生にアンケート「渡米前にやっておくべきこと(英語以外)は？」

■自分の宗教、世界史、日本の文化について学んでおくと良いと。質問をされたり、話題に上るトピックなので。

■新しい環境への適応力、コミュニケーション力、シャイにならない！

■日本の歴史、文化、時事。渡米して痛感させられたことは、自分が日本に対していかに薄っぺらい知識しか持っ

ていなかったかということ。「日本の政治ってどうなの？」なんて質問に、「えーっと…」と考え込んでいるよ

うじゃ恥ずかしいと思う。「自分の国のことも知らない不思議な奴」として見られないようにも、しっかりと日

本のことについて勉強していこう。

■日本のことを学んでおくといいと思う。友達は、よくアニメや東京のこと、時には政治や宗教のことを聞いて

来たりする。日本人なのに答えられなかったらかっこ悪し、会話が続かなくなるのでチェックしておくといい。

あと、趣味を見つけておくこと。それだけで友達ができたり会話が進んだりする。

■何か特技等があれば話のネタなるかもしれない。友人の韓国人はタロット占いで友達を増やしていた。

■実際に現地に行かないとわからないことばかりなので身につけておくべきことは特にないと思うが、緊急事態

の対処法、危ないから避けた方がよいこと、ホテルやタクシーの手配の仕方などは学んでおくべきだと思う。



◆IYEO 仙台デスク、IYEO News Avenue に登場！

IYEO News Avenue 編集に初めて参加させて

いただきました、仙台デスクの小野です。

いつも拝読してい

ましたが、自分が編集する側に

立てて光栄です。地元の人が好

む名物の紹介、皆様のお気に召

していただけたでしょうか？

仙台デスクはここ数年、小学生

向けの Summer camp のお問い

合わせが少しずつ増えてきてお

ります。留学を通してお客様に

素晴らしい経験を提供できるよ

うに日々精進してまいりますの

で今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

IYEO 仙台 小野千亜希

◆IYEO 大阪デスク住所移転のお知らせ

IYEO 大阪デスクは 10 月 1 日より、下記住所に移転しま

した。住所移転に伴い、電話・FAX 番号ともに変更になっ

ております。ご注意ください。

新住所：557-0014大阪市西成区天下茶屋 3-20-6

電話 ：06-6651-7411

FAX ：06-6651-4998

◆活動報告

7/27 アメリカ大学奨学金プログラム説明会(福岡)

7/28 AYAアメリカ高校交換留学プログラム説明会(千葉)

7/28 アメリカ大学奨学金プログラム説明会(千葉)

7/28 アメリカ大学奨学金プログラム説明会(広島)

8/13 AYAアメリカ高校交換留学プログラム参加者出発

8-9 月アメリカ大学奨学

金プログラム参加

者出発(各地)

8/22-24

AYJ2013 日本高校

留学プログラム参

加者オリエンテー

ション(福岡)

8/31 アメリカ大学奨学

金プログラム説明

会(札幌)

9/8-13

福山平成大学&Spo

rts Medicine Austr

alia 学術交流協定

調印式(オーストラリア・キャンベラにて)(広島)

◆活動予定

11/08 広島経済大学 Sir Bobby Cha

rlton 講演協力(広島)

11/24 第 20 回熊本国際交流祭典

参加(福岡)

11/30 IYEO 理事会(広島)

12/01 IYEO2013年次総会(広島)
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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

今夏は猛暑日の毎日でしたが、少しずつ秋めいてきましたね！さて、韓国教育部の統計に

よると、韓国では中国への留学が増加中とか。海外留学中の韓国人は昨年約 24万人、留

学先では米国(7.3 万人)が最も多く、次いで中国(6.3 万人)、カナダ(2.6 万人)、日本(約 2

万人)と続き、中国への留学生は統計を取り始めた 2001年から 11年で何と約 4倍に！中国と

の関係が深まり、貿易規模も急激に拡大していることがその理由のようです。

ぜひ IYEO Academic Year in Japan プログラムにも！！ May・Sai・Papaya・Chiaki
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