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TOPICS
・特集 留学出発前準備マニュアル！

・世界の国旗 Q&A(20) コロンビア共和国

・日本出発前後には公的な手続きも必要！

・世界の「食堂車」の車窓から カカオ

・サウジアラビアからの留学生が 30.5%も増加！

・留学偉人伝(13) 小泉八雲はギリシャ生まれ！

・留学には予防接種証明や健康診断書も必要？

・官民協働で海外留学促進「トビタテ！留学 JAPAN」

・AYJ あっという間に 7 か月が終わっちゃいました！

・東大 edX に参入 大学公開オンライン講座 MOOC

・世界何でもランキング 英語集中プログラム(アメリカ) ・活動報告＆お知らせ

特集

留学出発前準備マニュアル！
留学出発前にどんな準備をすれば良いの？
留学先が決まり、出発が近づいてく
ると、パスポートやビザの取得、さ

Cash Passport(アクセスプリペイド)、Money T Global (JT
B) 、Neo Money(クレディセゾン)などがあります。

らには大学寮への申し込み等具体的
な留学手続きに加え、公的機関への

◆国際クレジットカード
身分証明書にもなり便利。レンタ

手続き、携帯電話や PC の購入等、
さまざまな準備が必要になりますね。

カーの利用やホテル予約、現地で
契約した携帯電話等の支払いなど、
クレジットカードがないとできな

お金の持って行き方
最近は多くの方法があります。留学期間等に応じ

いことも。保護者の家族カードを
作る、あるいは学生用カードもあります。VISA あるいは

て選択すると良いでしょう。詳細は IYEO 各地担当相談デ
スクまで。留学形態やご希望をお聞きしながら一人ひと

Master Card を準備すると良いでしょう。ただし、このカー
ドで ATM から外貨を引き出すとキャッシングとなり高利

りにあったプランをご提案します。

率の場合が多いので注意が必要です。

◆現地で口座を開設
◆インターナショナルキャッシュカード
日本国内では通常のキャッシュカードとして使用、海外
では日本の預金口座から現地通貨にて引き出せるカード。

渡航先の国や留学形態により事情は異なり
ますが、大学留学やワーキングホリデーで
海外滞在する方場合は現地口座を開くと便

現在使用しているキャッシュカードから切り替えるか、
専用口座を開設するかは金融機関によって異なります。

利。開設方法については、学校のオリエン
テーションで。

口座をお持ちの銀行にご相談を。

◆外貨購入

◆外貨プリペイドカード

現地到着後、すぐに ATM へお金を引き出しに行けないこ

プリペイド型のキャッシュカード。事前入金した分だけ
現地 ATM から引き出すことができ、後から追加入金も可

とも想定し、外貨を購入して持参
しましょう。特に現地到着が週末

能。また、即時決済クレジットカードとしても使用でき
ます。プリペイドなので事前審査がなく手続きが簡単。

の場合は、２-３日分の交通費やお
小遣い用に外貨があると安心。
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◆トラベラーズチェック

変えることでそのまま残すこともできると思いますが、

日本で購入可能であった発行元アメリカンエキスプレス

ほとんどが有料です(月々の支払いが発生)。特に長期留

が 2014 年 3 月末をもって日本国内でのトラベラーズチェッ
ク販売中止を発表。ここ最近、国によっては銀行で換金

◆今使ってる iPhone・スマホを現地でも使える？

学する方はしっかり相談、検討してください。

しようとしても「この小切手は見たことがない」と言わ
れることもあり一般的ではなくなっていました。今後は

契約を残し海外使用できるタイプの場合、

選択肢から外さざるを得ないでしょう。※すでに購入済

国際ローミングにつながってしまうため、

みのものは 2014 年 4 月以降も使用でき、日本国内で換

全て国際電話料金となり、かなり高額の

金も可能。

通話料金や利用料が発生します。iPhone

電話はそのまま使用できます。ただし、

やスマホでは、アプリ自体が自動的に 3

海外留学生保険への加入

G 回線につながり国際電話通信料が発生することがあり、
どちらにしてもかなり高額になるので注意が必要です。

交通事故や病気の際、海外での医療費は予想より
はるかに高いのが実状です。万が一のため、出発前には

現地滞在中も、機内モードにしておくことでこのような

必ず保険へ加入しましょう。

ことは避けられるので忘れずにモード変更を。
また、解約した場合は、通話自体ができませんので国際

語学留学、あるいは大学・大学院等への留学の場合も、

学校によっては、たとえ海外旅行保険に加入していても、 電話料金になることはありません。
学校の保険への加入を義務付けている場合や、学校の提 では、「やっぱり日本で使っている iPhone・スマホは海
示する保険金額を満たしていないと判断された場合、学
校でも保険への加入を求められる場合があることは理解

外で使えない？」という疑問が出てくるところですが、

しておきましょう。学校の保険には旅行傷害保険(海外留
学生保険)のような細やかな補償がない場合があります。
例えば旅行傷害保険(海外留学生保険)には渡航の際に起

約を解約しても、海外に自分の iPhone・スマホを持って

きたトラブルに対しての補償も組み込まれていますが、
学校の保険にはありません。学校の保険はあくまでも校

インターネットに接続することができれば、Line や Face
book をはじめ、Skype でインターネット電話を利用する

内で起きた事や学校行事で起きたトラブルに対しての補
償のみとなっている場合が多くみられます。学校の保険

こともできます。WiFi は、最近学校内や学生寮などでも
無料で利用できるところが多く、それ以外でもファスト

に加入する事を義務付けられている場合であっても、補

フード店や図書館などでも無料利用が広がっています。
特に短期留学の方は、留学先で携帯電話の契約をせず、

実は WiFi 機能を利用することで日本の携帯電話会社と契
行く意味が出てくるのです。機内モードにしていても Wi
Fi の電波が飛んでいればインターネット接続が可能です。

償内容を確認した上で併せて旅行傷害保険(海外留学生保

この方法をとっている方が多いようです。

険)に加入し、いつどこで起きるかわからないトラブルに
対して万全にしておくと良いでしょう。国によっては査

◆日本のスマホで現地の携帯電話会社と契約？

証(ビザ)を取得する際、加入保険の詳細にも決まりがあ
る場合がありますので、必ず確認しておきましょう。

本体には番号などの情報が入力された SI
M カードが入っているので、留学先の携
帯電話会社と契約し SIM カードだけ購入

携帯電話／ iPhone・スマホ
今やなくてはならないものの一つになっている携

すれば本体はそのまま使える場合もあり
ます。しかし、日本の携帯電話/iPhone・

帯・スマホ。出発前質問のダントツ１位と言えるかもし
れません！機種によっては今使っているものをそのまま

スマホには SIM ロックという設定がされ
ていているものが多く(カギがかかった状態)、日本以外

使用することもできますが、現地の携帯・スマホをレン
タルするというケースも多いです。留学期間や場所によっ

の国では使用できないようにしているようです。どうし
ても今使っている本体を利用したい場合は、SIM ロック

ても選択が変わってきます。最近は圧倒的に iPhone・ス
マホユーザーが多いので、以下、それらを中心とした情
報です。

解除という方法を取らなければならないのですが、SIM
ロック解除は保証の対象外になるなどリスクもあります。

◆日本の携帯電話は解約していくべき？

返済不要の奨学金でアメリカ大学留学を支援！

新規契約、端末購入した時に本体料金を月

授業料+滞在費+食費合計の半額以上を卒業まで毎年支給

割りで支払うことにしている、あるいは数
年契約にしてある等、契約内容・プランに

詳細は「アメリカ大学奨学金プログラム説明会」にて！

よっては解約する際に違約金が発生するこ
とがありますので、まずは携帯電話会社に

■高校の成績があまりよくないんだけど応募できる？

■英語力に自信がなくても大丈夫？
■留学後の就職は？

確認する必要があります。また、「解約可能な状態だが、
現在の番号を残しておきたい」という場合、契約内容を

■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
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説明書等で確認してください。電化製品が海外使用に対
応するものであれば渡航先の国の仕様に合わせたプラグ

実は日本以外の国では SIM ロックフリーが一般的で、こ
こ最近は日本でも SIM ロックフリー端末を取り扱うが会

を、日本国内専用のものであれば変圧器＋プラグを準備
します。各国の電圧・プラグ形状は、海外旅行用品を扱

社が増えつつあります。留学検討中でこれから iPhone・
スマホを購入する方は、SIM ロックフリーかどうかを確

う量販店などでも一覧表を貼るなどして案内しています
が、IYEO 各地担当相談デスクでも資料をお渡しする等ご

認しておきましょう。

パソコン、インターネット

説明しています。

特に大学やカレッジなどへ長
期留学する方は、日本からパソコン
を持参しましょう。インターネット

辞書・電子辞書

接続して調べ物をしたり、エッセイ
作成で Word 等を使用することもあ

様々なものが販売されています
ので、一度目で見て比較検討するこ

辞書は必需品です。電子辞書は

ります。海外でパソコンを購入することともできますが、 とをおすすめします。iPhone・スマ
日本語タイプができなかったりキーボード配列が違うな ホに辞書アプリを入れている場合は、
ど使いづらさを感じることも。出発前に購入する場合は、 それを利用するのも良いでしょう。昔ながらの分厚い辞
海外で使用でき、電圧も対応しているもの、無線でネッ
ト接続できるものが良いでしょう。販売店でご相談を。

書は、最近は持参しない方のほうが多いですが、実は英
語教材としても使えるすぐれものなので個人的意見とし

インターネット接続は、海外は WiFi が

てはぜひスーツケースに１冊入れておいてほしいです。

主流。ただし、一部でまだ有線接続と

IYEO 札幌 青木晶子・IYEO 福岡

いうこともありますので、詳しいこと
は留学先の学校や滞在先に確認する必
要があります。渡航先国などによって

岩下小百合

「ＣＡＰ」って何？
アメリカ大学奨学金プログラム参加者の体験談にしばしば登場
する「CAP」。CAP(College Application Program)とは、アメリ

はネット接続が不安定なこともありますので、個人でデー

カ大学奨学金プログラム参加者のための実践トレーニング。英

タ通信 WiFi モデムをレンタルするという方もいます。

文エッセイの書き方をはじめとした出願書類の作成方法、出発
準備のサポート、そして留学生に有利な単位登録方法や授業・

電化製品を持参する場合の注意点

テスト対策など学習面のオリエンテーション、あるいは出発後

日本の電化製品を海外で使用するには、変圧器や
プラグが滞在先で使えるようにする器具が必要で

の転校相談など総合的にサポート。CAP 受講者は 95%を超える
高い卒業率となっています。詳細は IYEO 各地相談デスクまで。

す。まずは海外で使用できるタイプか日本国内専用かを

日本出発前後には公的な手続きも必要！

(個人差があります)

◆住民票
1 年以上留学する場合、住民票のある市町村役場に海外転出届を提出しましょう。渡航 2 週間前から手続き可能。
届け出をしない限り、居住者として住民税などの納税義務はなくなりません。詳しくは各市町村役場にお問合せを。
◆健康保険
国民健康保険、社会保険など加入している保険により手続きが異なりますが、世帯主として国民健康保険に加入し
ている場合は住民票を海外転籍することで保険料支払いを止めることができます。帰国後は 2 週間以内に再加入
の手続きを。社会保険等は、会社に詳細を確認しましょう。
◆国民年金
海外に滞在する場合も日本国籍者保持者であれば任意加入が可能です。詳細はお近くの「日本年金機構」へ。
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
◆所得税、確定申告など
働いている会社に詳細を確認しましょう。非居住者になると、所得税は出発時から、住民税は出発の翌年 6 月か
ら納付義務がなくなります。
◆在留届
渡航先へ到着したら、渡航した国にある日本大使館、総領事館へ在留届を提出しましょう。在留届とは、誰が、い
つから、どこの国のどこに居住しているかを届け出るもので、現地で事件や事故、思わぬ災害に巻き込まれてしまっ
たというような緊急事態に遭遇した際に効力を発揮します。また、在留届を提出した後に居住地が変わった場合や
帰国した場合、在留届を提出した大使館や総領事館へ変更、帰国の旨の連絡が必要です。
在留届
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/
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サウジアラビアからの留学生が 30.5%も増加！
アメリカに留学している学生は 82 万人で 7.2 ％増

California(9,840 人)、2 位 University of Illinois, UrbanaChan
paign(9.804 人)、3 位 Purdue University(9,509 人)、4 位

2012-2013 年度、アメリカに留学している外国人学生
数は 819,644 人、前年に比べ 7.2 ％も増加、U.S. Depart
超える経済貢献をしているようです。

New York University(9,362 人)、そして 5 位 Columbia Univ
ersity(8,797 人)。

■2012/13 年度も中国が 1 位 ！！

■キャンパスや地域社会が豊かに！

IIE(Institute of International Education)の Fast Facts Open D

「国際教育は、グローバルな課題を解決するためにも必

ment of Commerce によると、アメリカ経済に 247 億円を

oors 2013 データによると、2012/2013 年にアメリカに 要であり、世界中の人々とアメリカの地域社会間との関
留学している学生数は、1 位が中国 28.7 ％(235,597 人)、 係構築や知識の交換を促進する」また「国際教育経験に
2 位がインドで 11.8 ％(96,754 人)、3 位は 8.6 ％の韓国
(70,627 人)、4 位がサウジアラビアの 5.4 ％(44,566)、5

よって培われた関係は一生続く。留学生は、教室、キャ
ンパスそして地域社会を豊かする。我々はアメリカの大

位はカナダの 3.3 ％となっています。2011/2012 年度と
比較すると、中でもサウジアラビアからの留学生が+30.

学に引き続きより多くの留学生を受け入れることを奨励
し、かつアメリカの学生の海外への留学を奨励する。」

5 ％、イランからの留学生が+25.2 ％、またクウェート

とアメリカの教育文化担当国務次官補は語っています。

からの留学生が+37.4 ％と大幅に増えています。

IIE のトップ、Dr. Goodman は「学生のキャリアは、多国

一方、日本からの留学生は残念ながら 2 ％の減少で 19,5
68 人、それでも全体からみると 7 位、インドや中国から
の留学生の多くは大学院に在籍しているのに比べ、日本

籍チームとして効果的に機能する必要のある世界的なも
のになる。我々を分かつ文化的違いや歴史的な経験だけ
でなく、我々を団結させる共通の価値観と人間性を理解

からの留学生は約半数が学部課程に在籍しているのが特

する必要がある。アメリカの大学で学ぶ留学生は優秀な

徴です。

教授や著名な研究所などに出会う利点があり、また、ア

ちなみに海外に留学するアメリカ人学生も 3 ％増加し、
283,000 人。人気の留学先は、イギリス、イタリア、ス

メリカ人学生には、教室や地域コミュニティにユニーク
な展望や知識をもたらしてくれる外国人留学生の存在と

ペイン、フランスなどのヨーロッパ圏。アメリカ人学生
の留学先としての日本の人気は 7 番目。

いう利点がある」と指摘。 日本では、文部科学省が、若
者が海外留学をはじめとして新しいチャレンジに一歩を

■カリフォルニア州・ニューヨーク州が人気！

踏み出す気運醸成を目的として、留学促進キャンペーン
「トビタテ！留学 JAPAN」を開始しましたが、その効果
やいかに？楽しみです！

海外からの留学生が多い州トップ 5 は、1 位がカリフォ
ルニア(111,379 人)、2 位がニューヨーク(88,250 人)、3
位がテキサス(62,923 人)、4 位がマサチューセッツ(46,4

IYEO 広島

八木ゆう子

留学に予防接種証明や健康診断書も必要？

86 人)、5 位がイリノイ(39,132 人)。さらに留学生数が
最も多い大学のトップ 5 は、1 位 University of Southern

渡航する国やプログラムによっては予防接種の
証明や健康診断書などが必要になる場合があり

International Students in the U.S.

ます。予防接種の履歴は市町村の役場や保健所
で確認、証明書の発行が可能な場合もありますので、

Open Doors 2012/2013
WORLD TOTAL

819,644

7.2

(予防接種を受けた地域の)各市町村の役場や保健所で一
度確認されることをお勧めします。予防接種の証明書が

1
2
3

China
India
South Korea

235,597
96,754
70,627

21.4
-3.5
-2.3

発行不可な場合は、母子手帳を確認し履歴を整理してお
きましょう。
また、渡航する国や地域によっては渡航前に追加の予防

4
5

Saudi Arabia
Canada

44,566
27,357

30.5
2.0

接種のリクエストがある場合もあります。健康診断書に
関しては、健康診断を受診したい病院へ予め連絡を入れ、

6
7

Taiwan
Japan

21,867
19,568

-5.9
-2.0

英文での診断書を書いていただけるか確認しておきましょ
う。場合によっては英文の健康診断書は作成不可という

8
9

Vietnam
Mexico

16,098
14,199

3.4
2.2

場合もありますし、日時の指定がある場合もあります。
【参考】海外渡航者のための感染症情報(Forth for Trave

10 Turkey

11,278
-5.8
IIE Institute of International Education

ler's Health) http://www.forth.go.jp
※最寄りの予防接種実施機関等の情報も掲載。
4
?

?

Vol. 32

Early Summer, 2014

IYEO News Avenue

あっという間に 7 か月が終わっちゃいました！
AYJ 2014 Academic Year in JAPAN(日本高校交換留学) 近況レポート

日本式の家に 10 人の大家族と！

りたい。楽しい経験でした。
感謝の心を持って出会った人と経験した事を大切にする

WU Kuan-Ying ＠中村学園女子高校(福岡)

ことがわかりました。お世話になったことを忘れてはい

あっという間に７ヶ月が終わっちゃ

けません。私も、違う文化を持ってきただけではなく、

いました。春休みの後、新しい家
(ホストファミリー)・新しい学年

他に誰かが彼女が来てよかったと思ってくれると嬉しい
です。

と新たな生活が始まっています。
私は高木家でいろんな体験をさせ

たくさんの友達を作りました！

られ、餅つき・お正月・雛祭り・

Yang Ching-Yi ＠セントヨゼフ女子学園高校(三重)

お墓参りなど日本にたくさんの行
事をみんなと一緒に過ごしました。
日本式の家に 10 人の大家族と一
人の外国人は何ができましたか？

私の名前は楊青意 台湾から
来ました。私は日本のファッ

毎晩ご飯の用意と食卓で面白いお

ションデザインを勉強したい
ので,日本に来ました。日本語

しゃべりで楽しく過ぎました。ボウリングやカラオケ・
楽しい温泉旅行と一人一人の誕生日会にみんながいるか
ら楽しめました。日本のお母さんの手作りお弁当とおじ
いちゃんが作った米の味はまだ口の中に残って心が温か

の勉強も半年以上です。学校

くなってきました。純朴な人たちが私を受け入れていた
んです。国と文化を超えて、私がただの子ども・兄弟と

行きました。私は留學生です
ので,いつも私と話したいの人

して対されたと感じていました。温かい家庭に私を居ら
せていっぱい思い出を一緒に作ってくれて、この家にい

がたくさんあります。ホーム
ステイの生活も楽しかったです。色々の家族に会いまし

でたくさんの友達を作りまし
た。時々友達と一緒に遊びに

てよかったとずっと思っています。
まさかの九州(福岡)にホームステイすることは、北海道

世界何でもランキング

にも行けるなんて思っていなかったです。春休みの間に、
三戸家のみんなは私を連れて北海道へスキーに行きまし
た。私は全然スキーをやり方がわからないが、最初から
教えてもらって転んでも諦めずに頑張って一日目にやっ
とできました。みんなは頑張ってって言ってくれてそば

英語集中プログラム留学生数トップ 10
2012/2013

(アメリカ)

にいてくれて、怖がりが安心に変わりました。風が吹き、
景色がきれい、天気も晴れて暖かくて気持ちもよくなっ

サウジアラビアはアメリカの大学への留学生数でも

てきました。今度ここに来るのはいつ、多分もう来られ
ないかもしれないから、見たこととやったことを心に残

30.5 ％増加、4 位と大躍進していましたが、英語プ
ログラム部門では留学生数トップに！
1
2

Saudi Arabia
China

33,136
17,583

3
4

South Korea
Japan

10,403
10,047

5
6

Brazil
Taiwan

6,659
3,859

7
8

Italy
Kuwait

1,985
1,956

9 Turkey
10 Germany

1,884
1,799
IIE Institute of International Education
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た。ホームステイと色々の場所に行きました,例えば,奈良

ばれ、コロンビア代表のキャプテンをも務めた経験があ

で鹿にせんべいをあげました、遊園地に行った、金閣寺

るアンドレア・エスコバルという選手が銃撃されて命を

も行った。日本の生活本当に楽しかったです。

落としました。その事件がきっかけで「自殺点」という
表現から「オウンゴール」という言葉が使われるように

沖縄でのセカンドステージ、
無事スタート！

なりました。なぜならば、アンドレアはこの大会中、対
戦相手かつ開催国アメリカ相手の試合でオウンゴールを

CHEN Ting-An ＠首里東高校(沖縄)

献上してしまったから…。
そんな悲しいニュースもあっ

今年も、沖縄に台湾からの留学生

たコロンビア共和国ですが、

がやってきました。凪こと Chen Ti

胸を張っての世界一はカカオ！

ng-An さんです。凪は、もともと

今回はカカオの歴史について

2013 年 9 月から千葉県の方で高
校留学をスタートしていたのです

触れたいと思います。

が、ホストファミリーのご都合で、 カカオと聞けば、チョコレー
急遽沖縄に転校する事になり、今 ト！という人は多いかもしれません。(実際、ョコレート
の原料にはカカオが使用されていますから。)そんなカカ

年 1 月より、沖縄県立首里東高校
で、就学をスタートしております。

オとチョコレートの関係にも歴史があります。現在のチョ

ホームステイ先は、昨年 7 月まで、同じく台湾からの留

コレートの原点となるものは、今私たちが口にしている

学生「桜」をホストしていただいた長嶺ファミリーが、

甘いチョコレートではなく、カカオの実を練り潰したも

今回も快く引き受けていただきました。凪にとっても、
ホスト経験の豊富な長嶺ファミリー宅で安心してホーム
ステイを再スタート出来たようです。

のに、バニラと唐辛子を混ぜて水やお湯で溶いた「飲み
物」で、(今でいう)スウィーツ(お菓子)ではなく薬用、強

千葉から移動してきたばかりの時は、少し緊張もあった
ようですが、いまではすっかり沖縄の生活にも慣れたよ

世界の国旗Ｑ＆Ａ(20)
コロンビア共和国

うです。ホストからは「行動力があり、バスの乗り方を
教えると、一人でどこへでも行ってきます。何事にも自

2014 年 FIFA ワールドカップ対戦相手！

分から積極的で、先日は、帰宅すると、(お願いしていな
いのに)凪が一人で洗濯物を全部畳んでくれていて、とて

（試合日程 6/24：FIFA ランキング４位）

も助かりました」と好印象です。学校生活も、初日に、
ホスト宅の近所に住んでいる生徒とすぐに友達になり、

コロンビアの国旗は上から黄色、青、赤の３色が帯のよ
うに重なった旗です。1830 年まで存続したグランコロ

2 日目から早速一緒に登校していました。プログラム終
了まであと 3 カ月弱ですが、勉強も遊びも、素晴らしい
経験を沢山してくれる事を期待しています。

ンビアの国旗から紋章を取り除いた旗が現在のコロンビ
ア国旗です。黄色が一番幅広く、金を意味しており、青
はコロンビアが面する２つの海（太平洋とカリブ海）を

沖縄転校にあたって、ご協力いただいた、千葉相談デス
ク、千葉県立国分高校の先生方、生徒の皆さん、凪を快

表し、赤は旧宗主国であるスペインからの独立の際の流
血を意味しています。

く受け入れてくれた、長嶺ファミリー、沖縄県立首里東
高校の先生方、生徒の皆さんに心より感謝申し上げます。

Q.アメリカ合衆国には「Columbia」という地名が多くみ

IYEO 沖縄 津嘉山雄二

られます。首都のワシントン D.C.の D.C.は District of C
olumbia の略で、やはり「Columbia」が使われています。

世界の「食堂車の」 カカオの
生産・輸出は
車窓から
世界一！

コロンビア共和国とアメリカ国内で多くみられるコロ
ンビアとはどんな関係があるのでしょう？
A.アメリカ合衆国内の地名に使われる Columbia は「コロ
ンブスの地」という意味。アメリカ大陸発見者である
クリストバール・コロン(コロンバス)に由来したもの。

ブラジルにて開催される FIF

よって、コロンビア共和国とは関係ありません！
(ちなみに、アメリカ合衆国の「アメリカ」は、「アメ

A ワールドカップで日本代表の初戦で戦うコロンビア共
和国。コロンビアプロサッカーリーグの歴史も長く、こ

リゴの土地」を意味しており、コロンブスよりも少し
遅れて新大陸へ渡ったアメリゴ・ヴェスプッチの名前

れまで世界で活躍する選手を排出。AC ミランへの移籍予
定だった矢先の、ちょうど FIFA ワールドカップアメリカ

にちなんだものです。）

大会期間の 1994 年、南米屈指のディフェンダーとも呼
6
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壮用として食されていたそうです。
大航海時代、アメリカ海域へ到達したクリストファー・

留学

コロンブスがお土産にカカオをスペインへ持ち帰ったの

偉

人伝(13)

がヨーロッパでカカオ(チョコレート)普及のきっかけと

小泉八雲はギリシャ生まれ！

なったと言われており、ヨーロッパにてカカオの特有の
苦味を消すために牛乳や砂糖を加えて食し始めたのが現

ギリシャ（試合日程

在、私たちの知る甘いチョコレートへの変化なのだそう
です。また、ヨーロッパへ伝わる前のカカオはアステカ

6/19：FIFA ランキング 15 位）

民族間では貨幣として流通するほど珍重されていたそう

「怪談」などの作者であり、明治時代に

です。カカオには貨幣のように扱われていた時代や飲み

海外へ日本を紹介したことで有名な作家、

物、薬のようなもの？！として食されていた時代もある

小泉八雲の生地はギリシャ北西のイオニ

のですね。
日本にベルギーやフランスのチョコレートの名店があり

ア諸島にあるレフカダという島であるの
はご存じでしょうか？なんと、彼はギリ

ますが、どうやらスペインとチョコレートの歴史はより

シャ生まれなのです！！とはいえ、レフ

長いようですね。もしかしたらスペインではチョコレー

カダには２歳までしか住んでおらず、日本にて心臓発作

トの原点となった“カカオの飲み物”を食する事ができ

で急逝するまで二度と故郷の地を踏むことはありません

るお店があるかもしれません？！

でした。レフカダを離れた小泉八雲は、母とともに父の
故郷であるアイルランド(ダブリン)へ移り住み、アメリ

物品・食品の持ち出し・持込について

カで新聞記者として活躍した後に来日し、東京大学や早

食品や物品を日本から海外へ持ち出したり、海外から

稲田大学で英文学を講じました。小泉八雲という名前は
日本に帰化した時からの名前で、パトリック・ラフカディ
オ・ハーンが本名。そして“ラフカディオ”はレフカダ

日本へ持ち込む際は輸出入が禁止・規制されている場
合や手続が必要となる場合があります。それぞれの国
にそれぞれの規制がありますので、事前にチェックし
ておくことをお勧め！オーストラリアは固有の動植物

島という島名にちなんで付けられた名前なのだそうです。

の保護や環境維持のため厳しい検疫措置を実施。ニュー

★★ ギリシャ：トリビア ★★
ギリシャ共和国（通称ギリシャ）は日本語による表記で、

ジーランドも検疫を強化しています。アメリカも、野
菜、果物類肉類(牛、豚、鶏)、及び肉を含んだ食品、肉

公式の英語表記は Hellenic Republic。通称 Greece。
どうやら、この国を「ギリシャ」と呼んでいるのは日本

のエキスを含んだ食品、生卵、リコッタ、フェタチー
ズの類に該当する食品は全て持ち込み禁止です。

人だけらしい？？！

官民協働で海外留学を促進「トビタテ！留学 JAPAN」
文部科学省は、海外留学へのチャレンジに自ら一歩踏み出す気運を醸成、促進するため、また真のグローバル人材育
成を目的とした留学促進キャンペーン「トビタテ！留学 JAPAN」を開始しました。この留学支援制度は、より効果
を上げるために政府だけでなく官民協働のもと社会総がかりで取り組んでいくとのことで、教育機関・民間企業が一
体となり奨学金による経済支援をはじめより強力なバックアップ体制を取ることになっています。2 月には各大学に
おいても説明会を行いキャンペーンの趣旨や新規奨学金について等案内を行っています。また、3 月下旬には、この
文科省の要請に応じてソフトバンク・三菱商事が海外留学支援として高額寄付を決定。ソフトバンクは、今後 3 年間
で総額 10 億円を寄付、三菱商事も 7 年間で 5 億円寄付することを決めたそうです。文科省によるとこのほかにも両
社を含めて 10 社程度が海外留学支援寄付を決定しており。東日本大震災関連や自社の関係施設向けなどを除けば異
例の高額寄付となり、留学促進・人材育成に本気で力を入れていくことがわかります。
合わせて、大手予備校などでもこのキャンペーンに沿った海外進学コースを設けるなど、一連の動きが活発化してい
る模様。諸外国が海外留学生数を伸ばす中、日本の海外留学者数は 2004 年から 2010 年の間で 30%減少しています
が、この流れを逆転させて 2020 年までに大学生の留学を 12 万人へ（現在は 6 万人）、高校生の留学を 6 万人へ
（現在は 3 万人）増やすこと、合わせて世界で活躍できるグローバルな人材の育成（世界的な感覚で、地球規模で考
えることができる／いかなる環境にも順応するタフさやしなやかさを身につけている／好奇心をもち新しいことにチャ
レンジができる／日本人としてのアイデンティティをもち自信に満ちている／主体性をもって具体的に行動
できる）を目指すとのことです。国が海外留学に本腰を入れた今、「海外留学したいけど無理かな」とあき
らめかけていた方にとっては、大きなチャンス到来と言えるかもしれませんね。 IYEO 札幌 青木晶子
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◆IYEO の「留学体験談」コーナーが好評！
IYEO のホームページ「留学体験談」コーナーに、不定期
ですが、AYJ Academic Year in JAPAN(日本高校体験留学)

活動報告＆お知らせ

参加者の様子を掲載しており、参加者の受入をしていた
だいている日本の高校関係者の皆さんや母国で見守る保
護者の方々、現地機関、あるいはこれから日本に行って

◆活動報告

みたいと思っている人たちから、元気そうで安心、楽し

今年も春の全国縦断説明会を各地にて開催、無事終了し

そう！等のコメ

ました。2015 年出発に向け、すでに申込も始まってい

ントをいただい

ます。プログラム詳細は各地相談デスクへ！

ており好評です。
皆さんも時々チェッ

「アメリカ大学奨学金プログラム」説明会

クしてみてくだ
さい！

3 月 09 日(日)13:00-15:00

南九州相談デスク

3 月 23 日(日)14:30-17:00 福岡県国際交流センター
3 月 29 日(土)13:00-15:00 那覇教育福祉会館

東大も edX(エデックス)に参入！

3 月 30 日(日)12:30-14:30 阪急ターミナルスクエア
4 月 05 日(土)14:00-16:00
4 月 05 日(土)17:00-

札幌相談デスク
LSC 駅前校

4 月 06 日(日)13:00-16:00

広島 YMCA

大学公開オンライン講座「MOOC」
2 月 12 日朝日新聞朝刊より
前号でご紹介した MOOC(Massive Open Online Course/大
規模公開オンライン講座)について、日本の東京大学は C

「アメリカ高校交換留学プログラム」説明会
3 月 08 日(日)13:00-15:00 大阪相談デスク
3 月 09 日(日)14:00-16:00

福岡相談デスク

3 月 21 日(日)09:30-11:30

三重県総合文化センター

4 月 05 日(土)10:30-12:00
4 月 05 日(土)17:00-

札幌相談デスク
LSC 駅前校

oursera(コーセラ)に参加済みとご案内していましたが、
2014 年秋「edX」にも参入することを決定しました。
edX は、アメリカ・マサチューセッツ工科大学とハーバー
ド大学が設立した非営利のオンライン講座教育機関で、
昨年 5 月より日本からは京都大学が参加しています。
東京大学は、edX にて近現代の日本を扱う講座シリーズ：
ビジュアライジング・ジャパンをインターネット上で今
年秋に開講するそうです。受講料はもちろん無料、使用
言語は英語です。東大は今回 edX にも加わることで、ネッ
ト教育で先進的な両大学と教育改革に臨むことを表明し
ており、ますます MOOC・edX から目が離せません！
■edX https://www.edx.org/
IYEO 札幌 青木晶子

編集後記
もうすぐ「母の日」。「母の日」の由来には世界中で諸説あるようですが、アメリカが起
源とされる説が一般的。1907 年、アメリカの女性アンナ・ジャービスが、苦労の末、自
分を懸命に育ててくれた母の死を悼み、母親が好きだった白いカーネーションを教会に飾っ
たのがその発端とされています。日本に「母の日」が伝わったのは大正時代。その後、国
民的行事となったのは、1937 年、森永製菓が「母の日」を提唱し、全国規模で「母の日」普及活動
を展開してからのことだとか！う～ん、そうだったのか・・・。

May・Sai・Akiko
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