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特集

英語力の測定！「どんなテストを受けるべき？」－ 海外進学に向けて

「海外の大学（カレッジ、専門学校）に進学したい！」
という希望をお持ち方・ご検討中の方が、渡航先が英
語圏であれば必ず問われるのが“英語力”です。すで
に「TOEFL 、または IELTS のスコアを持っていますか？」
と聞かれた経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれ
ませんね。

主に北米の大学等への出願で求められる！

英語力を測定するためのテストは様々なものがありま
すが、英語圏の大学など高等教育機関に進学する場合
は、「提出先である教育機関が採用しているテストを
受け、条件を満たすスコア」を提出する必要がありま
す。TOEFL iBT のスコア提出が必要なのに、TOEIC の
対策を続けていてはテストに対応できず、回り道する
ことに…。

Reading、Listening、Speaking、Writing の 4 セクションに
分かれており、合わせて総合力も査定します。主に北米：

TOEFL iBT ®
(Test of English as a Foreign Language)
アメリカの ETS という教育テスト・評価を実施する非営
利団体が実施・運営しており、大学レベルの英語を理解
し、使用する能力を測定するテストです。テストは

アメリカ、カナダの大学など高等教育機関が入学希望者
の英語力証明としてこのテストのスコア提出を求めてい
ますが、オーストラリアやニュージーランドでも提出先
によっては認められています。イギリスでも認めている
大学はありますが、一定の条件もありそれ程一般的では
ありません。TOEFL iBT のテスト時間は、4 時間前後と

大切なポイントは、受験すべきテストを理解し、スコア
提出が必要になる時期から逆算して対策スケジュールを
たてることです。今号では、主な英語力測定に使用され
るテストをご紹介します。ぜひご参考にしてください。

長時間であること、また指定されたテストセンターでコ
ンピューターを使用したオンライン受験となりますので、
テストの進行具合は受験者それぞれということもあり、
真の英語の理解と合わせて受験方法をしっかり理解する
こと・慣れておくことも重要なポイントと言えます。テ
スト結果は合否ではなく、0 ～ 120 点のスコアで判定さ
れます。各セクション 30 点満点、1 点刻みでスコアが出
ます。大学の学部課程への出願時に求められるスコアは
大学により異なりますが、ボーダーラインはアメリカで
64、カナダでは 80 が目安です。
TOEFL には ITP もありますが、これは団体受験用のもの
で日本の大学のクラス分けなどに使用されており、海外
の大学への出願では通常認められていないのでご注意を。
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IYEO では、TOEFL iBT の模擬試験やスコアアップのため
のオンライン講座もご案内しています。

CHECK!
TOEFL®対策自主学習パワーアップ 80+講座

www.agos.co.jp/IYEO
２つのモジュールで大学等への出願＆移民申請等にも！

IELTSTM
(International English Language Testing System)
英語の熟練度を測る英語検定の 1 つで、ケンブリッジ大
学英語検定機構、ブリティッシュ・カウンシル、IDP
Education によって協同で運営されています。日本では
2010 年より日本英語検定協会が共同運営するようにな

このように TOEFL iBT と IELTS（アカデミック・モジュー
ル）は、大学をはじめとする海外の高等教育機関への英
語力証明として使用することができる資格ですが、いず
れも実際の英語圏での生活を基準に学術レベルまでカバー
する実践的な英語力があることを証明するものなので、
高スコア取得は就職活動でも十分通用し自分の力をアピー
ルすることができます。取得したスコアの有効期限は、
どちらも 2 年間です。

りました。大学など高等教育機関への出願用であるアカ
デミック・モジュールと一般生活や仕事、移住に関係す
るジェネラル・トレーニング・モジュールの 2 種類*が
あり、大学進学を考えている方はアカデミック・モジュー
ルの受験が必要です。主にイギリス、アイルランドなど
欧州やオーストラリア、ニュージーランドの高等教育機
関で採用していますが、ここ最近はほとんどのアメリカ・
カナダの大学でも英語力証明として受け入れています。

雇用や人事評価のひとつとして幅広く活用！

TOEIC

IELTS のテスト形式は筆記で、Speaking は個室にて面接

(Test of English for International Communication)

官との対面形式です。TOEFL iBT と同様に、Reading、
Listening、Speaking、Writing の 4 セクションを審査する

TOEFL iBT と同じアメリカの ETS が実施・運営する、国

もので、テスト結果は合否ではなく、各セクション 9.0

際コミュニケーション英語能力テストです。TOEIC、

満点で 0.5 刻みのバンドスコアで表されます。各セクショ

TOEIC Bridge、TOEIC スピーキングテスト/ライティング
テストの 3 種類が、TOEIC プログラムとして実施されて

ンのスコアはイーチ（Each）、総合スコアは 4 セクショ
ンの平均でオーバーオール（Overall）と呼ばれます。

います。TOEIC は、Listening と Reading で構成されてお
り、身近なことからビジネスに関連する事柄まで、幅広

例えば、Listening 6.0 Reading 5.0 Writing 5.0 Speaking 6.0

く英語のコミュニケーション能力を測ることを目的とし
ています。スピーキングテスト・ライティングテストを

＝ Overall 5.5 というふうにスコアが出ます。大学の学部
課程で求められるスコアの目安は平均 6.0 ～ 6.5（大学
や専攻により異なる）ですが、セクションごとの最低ラ

別途追加受験することもできるため、合わせて受験する
ことにより総合的な英語のコミュニケーション力を判定
することも可能です。

インを決めている場合もあるため、希望する大学の出願
条件をしっかり確認しましょう（例：Each band 6.0 の場
合、各セクションとも 6.0 以上のスコアが必要）。

テスト結果は合否ではなく、数字のスコアで表されます。

＊ IELTS には、イギリスのビザ申請で使用される IELTS
for UKVI という種類もあります

価において TOEIC スコアを用いることが多く、英語運用

満点は 990 点。日本などの非英語圏では、雇用や人事評
能力が求められるビジネス業界においては、800 点以上
のスコアを保持していることが望ましいようです。また、
日本の大学や大学院では、実用英語技能検定（英検）や
TOEFL iBT、IELTS と同様に、受験生の英語力判定の材料
に用いられることもあります。スコアの有効期限は、特
に設定されていません。
通常の公式 TOEIC とは別に、過去の公開テストで出題さ
れた問題を使って企業や学校等の団体で随時実施される
IP テストもありますが、公式スコアではありませんので、
注意が必要です。
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クションで構成され、試験結果は合否です。

日本での知名度 No1 －コンピュータベースの試験も開始！

実用英語技能検定（英検）

就職で「仕事で使う英語力を身につけている」とアピー

公益財団法人日本英語検定協会 が実施する英語技能を測

ルできるのは FCE 以上、CAE,CPE は高等教育機関で入学
を認められるレベルです。

定する検定です。英語に関連する検定としては、日本で
一番知られている英語のテストではないかと思います。
試験方法*は、一次試験が選択および一部筆記、3 級以上

申込方法・対策などの情報はこちら

では一次試験合格後に二次試験である英語での面接へ進
TOEFL iBT：www.ets.org/jp/toefl/
IELTS：www.britishcouncil.jp/exam/ielts
TOEIC：www.iibc-global.org/toeic.html
英検：www.eiken.or.jp/eiken/
ケンブリッジ英検：www.cambridgeenglish.org/jp/

むことになります。級の種類は、5 級・4 級・3 級・準 2
級・2 級・準 1 級・1 級で、隣り合った級であれば 2 つ
の級を同じ試験日に受けることも可能です（ダブル受験
制度）。試験結果は合否で判定されます。
日本の高校、大学・大学院などでは、取得級に応じて合
格判定で優先されたり、内申点に加算されたりする優遇
措置があるなど、入学後に英語科目の単位として認定さ

英語スピーキング評価
の試験を導入へ

れる場合も。海外の高等教育機関への出願では、基本的
に TOEFL iBT や IELTS（アカデミック・モジュール）の
スコアを使用しますが、ここ最近はアメリカ、オースト
ラリア、カナダ、ニュージーランドなどいくつかの教育

東京都は、都立高校入試の英語で、スピーキング＝話
す能力を評価する都独自の新たな試験を早ければ再来
年度に（２０１９年度）試験的に実施したうえで、本
格的に導入していくことになりました。

機関では、英検も英語力証明として認められています。
海外進学時の英語力証明として英検資格を利用する場合
は、合格証明書の発効日より 2 年間有効ですが、出願先

３年後の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、
都は 2017 年７月から、都立高校入試の英語でスピー
キング＝話す能力を評価するための方法を検討し、こ
のほど報告書をまとめました。

により独自の条件を設けていることもあります。
＊ 2018 年 8 月よりコンピュータベースの英検 CBT も開
始されます。

それによりますと「読む・書く・聞く・話す」の４つ
の項目を総合的に育成する必要があるとして、２０年
前から導入しているリスニング試験に加え、スピーキ
ングを評価する新たな試験を、早ければ再来年度に試
験的に実施したうえで、本格的に導入していくとして
います。

海外での知名度 No1 －国際レベルの英語検定！

ケンブリッジ英語力検定試験
(Cambridge Assessment English)
ケンブリッジ大学英語検定機構が運営・実施する英語検

具体的には、英語検定をはじめ、民間の検定を行う団
体と連携しながらも、既存の検定はそのまま使わずに、
学習指導要領に沿った都独自の試験内容にする他、通
常の試験と同じようにスピーキングの試験も１人につ
き１回受けることで受験機会の公平性を確保するとし
ています。

定試験で、通称ケンブリッジ英検と呼ばれます。試験を
統括しているケンブリッジ大学があるイギリスだけでな
く、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなど多
くの国の大学をはじめ、様々な教育機関や企業に認めら
れている国際レベルの英語検定試験です。日本での知名
度はまだ低いのですが、世界約 150ヶ国以上で実施され
ている有名な英語検定で、欧州の非英語圏の英語学習者
には大変よく知られています。就職の可能性を広げたい、
あるいは自身の英語力を証明する手段として適しており、
一部の大学等の高等教育機関でも認められています。
ケンブリッジ英検は、英語の知識量を測定するものでは

スピーキングの試験については、大阪府がことしの春
から民間の検定の結果を府立高校入試の点数に反映で
きる形で導入していますが、都は、経済的な理由など
によっては公平性に欠けるおそれがあるとして独自の
内容を検討する方針です。

(2017 年 12 月 14 日 NHK News WEB より抜粋)
都は平成 29 年 7 月から 11 月までに 4 回程度検討委
員会を開催し、平成 29 年度内に提言をまとめる予定
です。

なく、英語の知識を運用する能力を測定・判断する内容
となっています。テストは、基礎から最上級まで 5 レベ

特定の技能に偏らず 4 技能をバランス良く評価するこ
とが重要になり、小、中、高の授業の在り方もバラン
スよく学び、「使える英語」を習得出来るようになる
ことが求められます。個人個人が入試のためだけに勉
強するのではなく、コミュニケーションのツールとし
て、英語力を高めていくことが大切ですね。

ルに分かれており（Key English Test (KET)、 Preliminary
English Test (PET)、First Certificate in English (FCE)、
Certificate in Advanced English (CAE)、Certificate of
Proficiency in English (CPE)）、自分の英語力に合わせて
受験します。
Listening ＆ Grammar、Reading、Writing、Speaking の 4 セ
3
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世界のお祭り第 4 回

～なんでもランキング～

THE・アジア大学ランキング

雨を乞う儀式
「ロケットフェスティバル」in タイ！

前号に引き続き、大学ランキング特集です。今年 2
月に Times Higher Education(以下 THE)が、アジア大
学ランキングを発表しました。
THE によるアジア大学ランキングは、ランキングの
裾野は年々広がっており、2018 年はアジア諸国 25
か国・上位 350 大学（2017 年は 24 か国 300 大学）
の結果を公表しました。総合 1 位は 3 年連続でシン
ガポール国立大学。国内では東京大学は 2017 年か
ら 1 位ランクを落とし、8 位でした。

3 月から 5 月、雨がほとんど降らず、田植えなどの農
作業もしばしの休みを迎える一年でもっとも暑い季節
のタイ。この時期、タイでは、News Avenue 37 号で
ご紹介した「ソンクラーン」と呼ばれる水掛け祭りが
有名ですが、今号では、タイ東北部のヤソートーン地
方で開催される「ブン・バンファイ Bun Bang Fai（ロ
ケットフェスティバル）」をご紹介！

順位
1

シンガポール国立大学

2

清華大学

（中国）

3

北京大学

（中国）

4

香港大学

（香港）

5

香港科技大学

（香港）

6

南洋理工大学

（シンガポール）

7

香港中文大学

（香港）

8

東京大学

9

ソウル大学

10

順位

雨季が近づく 5 月頃、雨を乞う儀式と豊穣をもたらす
豊かな雨を乞う儀式として始まった「ブン・バンファ
イ（ロケットフェスティバル）」、バンファイはこの
地方の言葉で「空へ打ち放す砲撃能力のある竹」の意
味。ロケットはグループに分かれて製作、その高さを
競い合います。フェスティバルでは毎年 50 ～ 60 本の
手作りロケットが打ち上げられ、ロケットが空高く上
がれば上がるほど、雨に恵まれ五穀豊穣と言われてい
ます。上位チームには賞がありますが、失敗作を制作
したチームには泥プロレスの罰ゲームもあるとか。
2018 年は 5 月 14 日にロケットが打ち上げられる予定
です。フェスティバル期間中にはパレードなども行わ
れ、この地を代表するお祭りとなっています。

アジア大学ランキング

（日本）
（韓国）

KAIST（韓国科学技術院）

東京大学

（8 位）

2

京都大学

（11 位）

3

大阪大学

（28 位）

4

東北大学

（30 位）

5

東京工業大学
九州大学

（33 位）

（48 位）

8

北海道大学

9

東京医科歯科大学

10

（韓国）

日本国内トップ１０

1

6.7

（シンガポール）

筑波大学

（55 位）
（60 位）

（63 位）

（ ）内はアジア世界大学ランキングにおける順位

【THE・評価指標】
THE 世界大学ランキング（THE World University Ran
kings）と同様に「教育の質・学習環境（教育力）」
「学生と教員の国際性」「産業界からの収入」「研
究の質（研究力）」「論文被引用数（研究の影響力）」
の 5 分野 13 指標を評価基準におく。各指標のウェ
イトなど、一部はアジア地域の大学に合わせ調整さ
れています。
文科省は、スーパーグローバル大学創成支援事業を
展開し、世界ランキング 100 位以内に日本の大学を
10 校ランキングさせるという目標を掲げています
が、実現されるのか目が離せませんね。
ランキングの出典：Asia University Rankings 2018
アジア大学ランキング 2018、東大 8 位
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来なかった自分にとっては、あの瞬間が初めての自分に
とっての綺麗な石になりました！

スカラーシップ留学生

冬休み３週間は、こっちで出会った日本人の女の子の友
達とカタルーニャ（スペインの一部なのですが、最近の
独立選挙のために呼び方を返させていただきます）に友
達の彼氏に会いに行きました。今まで政治について日本
の事でさえ本気で考えた事がないのですが、カタルーニャ
ではとても深刻な問題となっていて同年代の友達と考え
たりして貴重な体験をしました。

からのレポート
石本直樹さん（広島相談デスク）
ミズーリ州・Lindenwood University 在籍

この半年でとても多くのことについて考えさせられまし
た。まだまだ旅路は、始まりに過ぎないのでこれからもっ
とつらい経験をすると思います。その度に地道に泥臭く
頑張ろうと思います。長くなりましたがこれで今学期の
報告を終わらさせていただきます。

小野寺晴香さん（札幌相談デスク）
ミシガン州・Aquinus College 在籍
こんにちは。お久しぶりです。 お元気にしていますか？
大学生活 2 年目も残すところあと少しですが、今年の夏
休みはずっとアメリカに残ることにしました。キャンパ
ス近くに住む友達の家に滞在させてもらえることになっ
たので、そこから大学の図書館でアルバイトをする予定
です。写真は、友達とその妹と写したものです。彼女た
ちのお父さん、お母さんもとても素敵な人たちで、毎週
末家に泊まりに行ったり旅行に連れて行ってもらったり
と、本当の家族のような存在になっています。

ご無沙汰しております。今年の夏から Lindenwood
University に在学している石本直樹です。お変わりなく
元気でしょうか。僕はとても元気にしています。

また、5 月中は 20 日間ほど、大学が提供するプログラ
ムの 1 つ・ボランティアでペルーに行ってきます。副専
攻のスペイン語の練習にもなるので、今からとても楽し
みです。

１セメスター終わったので今学期の報告をさせて頂きま
す。初めて一人で海外に飛びだち、最初は少し不安もあ
りましたが最近は慣れて来て、何不自由なく暮らすこと
ができています。

来年の夏は日本に帰国します！

学期の始めは吉川さん（IYEO 理事長）に言われていた
とおりとても大変でした。
元々、中学から英語を本気で勉強してこなかったので、
listening がとても苦手で先生や友達が何を言っている
かほぼほぼ分かりませんでした。授業後も assignment
を何が出されているか分からず、毎回友達に聞いていま
した。このセメスターで一番大変だったのが TOEFL で
した。TOEFL と class の assignment の同時進行は心
身共に、負担がありました。Lindenwood では１セメ
スターに何回か TOEFL の為の練習をするのですが、毎
回合格の点数に行かずに焦りと宿題だけが募って行きま
した（笑）。1 回目の TOEFL は一問足りずに pass 出
来ませんでしたが、2 回目の TOEFL では無事合格する
ことが出来ました。
合格した瞬間に、吉川さんに言われたある事を思い出し
ました。
「ある一つの事を成し遂げたら、それを綺麗な石だと思
え。そしてそれをポケットに入れておけ。いつか自分が
躓いた時に、ポケットからその石たちを取りだし、見て
みると自分を励ましてくれるものになってくれるよ」こ
の出来事は、吉川さんや先輩方からしたら、とても小さ
な出来事かも知れませんが、今まで本気で物事をやって
5
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宮崎日日新聞社に掲載されました

タイからの留学生、スピーチコンテスト
で活躍しました！！
『世界とトモダチ みやざき国際フェスタ』が 2017 年
12 月 9 日（土）10：00 ～ 16：30 開催されました。
県内在住の海外からの留学生による日本語スピーチコ
ンテストやステージパフォーマンス、アート作品展な
ど、「見て」「触れて」「参加して」楽しめる内容の
イベントです。今回のイベント、日本語スピーチコン
テストに宮崎相談デスクで受け入れをしているタイか
らの留学生 2 名、LIMPRASERT Warisaraporn （ニック
ネーム まーいさん）と、KHUMNUM Anatta （ニッ
クネーム なったさん）が参加し、オーディエンス賞
を頂き表彰されました。下記はその時の写真です。
異国の地で高 校生
活・ホームス テイ
生活をしてい る彼
女たちの日本 語能
力は日々上達 して
います。

左 WARISARAPORN LIMPRASERT
右 KHUMNUM Anatta

人前でスピー チす
る事は大変で す。
ですが、それ を異
国の地で他の 言語
でする彼女た ちの
勇気と好奇心 、そ
して努力には本当
に脱帽します。

頑張ったね、マーイ、ナッタ！！これからもメキメキ
上達していって下さい。
（IYEO 宮崎相談デスク）

日本人の海外大留学生、96.4%が「留学に行ってよかっ ●就職活動の開始時期
就職活動の開始時期を見ると、正規留学生は「卒業の 1 年前」
た！」 日本の就活スケジュールには反対 42.7%
海外の大学で学ぶ日本人留学生の 96.4 ％が、留学して「大
変良かった」「良かった」と感じていることがディスコの
調査からわかった。DISCO は、海外の大学で学ぶ正規留学
生や交換・派遣留学生を対象に、職業観や就職活動の方法、
留学経験への感想などを尋ねたキャリア調査「海外留学生
のキャリア意識と就職活動状況」の結果を、4 月 16 日に発
表した。
●留学をした感想
留学全般についての感想では、「大変良かった」が 7 割を超
え(75.4 ％)、「良かった」21.0 ％をあわせると 96.4 ％で、満
足度は極めて高い。留学したことのメリットは、「語学力の向
上」(85.1 ％)、「異文化対応力の向上」(76.6 ％)、「精神的
にタフになった」(68.6 ％)が上位。
●現在の英語力
現在の英語力について「ネイティヴレベル」または「ビジネス
レベル」と答えた割合は、正規留学生が 76.4 ％、交換・派遣
留学生で 62.4 ％。国内の大学・大学院で学ぶ日本学生の 9.2
％と比べると、留学生の英語力は非常に高くなっている。
●海外での勤務希望
日本国外での勤務希望について、正規留学生と交換・派遣留学
生をあわせた日本人留学生の 89.8 ％が「ぜひ働きたい」「ど
ちらかといえば働きたい」と答え、国内学生の 44.6 ％を大き
く上回った。
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27.1 ％、「卒業の 1 年半前」20.6 ％、「卒業の 2 年前」19.6
％、交換・派遣留学生は「卒業の 1 年半前」28.8 ％、「留学
前」25.7 ％が多い。
●日本の就活スケジュールへの賛否
日本の就活スケジュールへの賛否を尋ねると、正規留学生は
「賛成」11.1 ％、「どちらともいえない」46.2 ％、「反対」
42.7 ％。交換・派遣留学生は「賛成」11.1 ％、「どちらとも
いえない」35.8 ％、「反対」53.1 ％。その理由について、
「帰国のタイミングと合わず学業と両立できない」「通年採
用の方が良い」という意見が目立つ一方で、「一斉に始まる
ので情報収集が容易かつ就職活動に専念できる」「日程が決
まっているため計画的に準備できる」という意見もあった。
●留学前に不安だったこと/実際に困ったこと
留学前は「語学力不足」58.1 ％、「留学・生活費用」57.2 ％、
「授業レベルについていけるか」52.3 ％が上位だったが、留
学後は大きくポイントを下げている。「就職活動の進め方」
については、困ったことの最多回答でもあり、多くの留学生
が日本での就職に関する情報不足や学業との両立の難しさ、
相談相手の不在を上げる声が多かったようであある。

※出典：海外留学生のキャリア意識と就職活動状況(ディスコ)
※同調査は、ディスコが運営するバイリンガル向け就職・転職サイト
「CFN」に登録している日本人留学生のうち、2017 年 5 月以降に卒
業する 8049 名を対象に、2 月 21 日～ 3 月 19 日の期間にインターネッ
ト調査で実施。471 名から回答を得た。
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アメリカ＆カナダの公立高校で学ぼう

IYEO では、アメリカの公立高校で 1 学年間学ぶ高校
交換留学プログラム（AYA）、またカナダ BC 州ラン
グレー学区にある公立高校で学ぶ高校留学プログラム
（AYC）をご案内しています。今参加中の生徒や過去
の参加者からは「とても良い経験になっている／なっ
た」という感想が届いており、やはり高校時の海外生
活体験、異文化交流は彼らに良い影響を与えているよ
うです。AYA、AYC とも 2018 年 9 月入学の通常募集
は締切りを過ぎていますが、AYC は学区内高校で受け
入れ枠がある場合、今からの申込みでも間に合う場合
も。「今年、カナダの高校に留学したい！」という方、
まずは今すぐお近くの IYEO デスクにご相談ください。

「英語のスイッチが入る」瞬間を体験！？
ジュニア・イングリッシュ・キャンプ開催
3/25 ～ 26(香川県)、3/27 ～ 28(山口県)
総勢 42 名の小学生が参加。「英語のスイッチが入る」
瞬間を体験するということをテーマにしたこのキャンプ、
1 泊 2 日という短い期間でしたが、あふれるばかりの子
ども達の笑顔と大きな声と、そして未知の言語である英
語を理解しようとする真剣な眼差しに包まれたキャンプ
となりました。このイングリッシュキャンプ、これから
もシリーズとして展開していく予定です。どうぞ今後の
展開にご期待ください！！
（IYEO 広島）
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AYC では 1 学年留学のほか、夏休みに行わ
れる留学生対象のサマープログラム（7 月下
旬～ 8 月上旬・2 週間）もご案内しています。
毎年、5 月上旬の締切日前に定員に達してし
まう人気プログラムなので、2019 年夏参加
の場合、今年 2018 年 12 月～来年 2019 年 3
月までには検討し、具体的に動き出すことを
おすすめします。今年 2018 年夏の参加をご
希望という方は、まずは大至急、IYEO 各地
相談デスクにお問い合わせを！
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【お知らせ】
〇アメリカ大学奨学金留学・夏の無料説明会

活動報告＆お知らせ

日程などの詳細は、決まり次第、IYEO ウェブサイトに
掲載いたします。7 月下旬～ 8 月の開催を予定してい
ます。IYEO 説明会情報 www.iyeo.org/news.html

【活動報告】

〇広島 留学説明会

2 月 26 日（月）
ICEF Japan & Korea Agent Roadshow 2018 参加
（札幌・宮崎）

(ジュニアキャンプから進学留学までの総合説明会を予定
しています)
日時：5 月 12 日（土） 5 月 26 日（土）
場所：近畿日本ツーリスト中国四国 本社 7 階会議室

3 月 17 日（土）
アメリカ大学奨学金留学プログラム説明会（札幌）
3 月 21 日 （水・祝）
アメリカ大学奨学金留学プログラム説明会（福岡）
3 月 22 日（木）～ 4 月 3 日（火）
広島女学院中学高等学校 Univ. of Mount Union 研修 (広島)
3 月 25 日（日）
アメリカ大学奨学金留学プログラム説明会

(広島)

3 月 25 日（日）～ 26 日（月）
ジュニアイングリッシュキャンプー香川県 (広島)
3 月 27 日（火）～ 28 日（水）
ジュニアイングリッシュキャンプー山口県 (広島)
4 月 1 日(日)
アメリカ高校交換留学・カナダ公立高校留学（千葉）
アメリカ大学奨学金留学プログラム説明会（千葉）

今すぐ知りたい！

4 月 1 日(日)
アメリカ大学奨学金留学プログラム説明会（宮崎）

2019 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

編集後記
ロンドン大学の一校、University College London(UCL)の中庭に日本人 24 名の名前
が刻まれた記念碑があります。幕末、海外渡航厳禁下の 1863 年、長州から伊藤博
文、井上馨ら 5 名が、続く 1865 年には薩摩藩から 19 名がイギリスに向け旅立ち
ます。髷を切り、国禁を犯してまで海外へ出かけ学ぼうとした高い志はやがて大き
く時代を動かします。碑は同大学で学んだその 24 名の若き志士達を記念し建立さ
れたものです。今年は明治維新 150 周年、この機会に激動の時代を駆け抜けた幕
末の留学生に思いを馳せてみては？
IYEO 広島 八木
季刊誌

編集
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