
新型コロナウイルス－海外留学への影響

日本は、2020 年 2 月下旬に北海道が独自に行った緊急

事態宣言を皮切りに、4 月 7 日には日本全体での緊急事態

宣が発令、入国規制が布かれるなど、例年とは違う年を過ご

しています。同時に、海外各国でも入国禁止措置や入国後の

行動制限が行われたことから、海外留学を予定していた方々

は渡航の中止、延期を余儀なくされ、スケジュールが大きく変

わってしまいました。相手は新型のウイルス、全面的な入国規

制の緩和はまだ見えず、海外留学を希望する方にとっては何

とも計画しづらい状況となっています。そのような中、9 月が

過ぎ、アジア圏では日本やタイが留学生の入国を認めるなど、

段階的に緩和される方向に動いており、各国の状況を注視し

ているところです。できるだけ早く！と早期の収束を願わずに

はいられません。

海外留学先として人気のある国（一例）の日本人に

対する入国規制 ＊ 2020 年 9 月末現

※詳細、最新情報は、外務省海外安全ホームページで必ずご確認ください。
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国 名 入国制限 入国制限

アメリカ
（州により違い有）

渡航は可能

日本から米国への入

国者は、入国後14日

間の自主隔離が必要。

カナダ

2020年10月末※まで

米国を除く各国から

の外国人の入国を禁

止（永住者など一部を

除く）。※延長の可能

性あり

例外的に入国する全

員に対し、症状の有

無に関わらず14日間

の自主隔離を義務付

ける。

イギリス 渡航は可能

イングランドへの入

国に関しては、自主

隔離は不要。

オーストラリア

永住者や直近の家族

を除き、全ての入国

を禁止

例外的に入国する全

員は、検査後72時間

以内の陰性証明書の

提示または10日間の

隔離が必要。

ニュージーランド

自国民、ニュージー

ランド永住権所持者

など一部の例外を除

き、原則外国人の入

国を禁止

全渡航者に対して14

日間、帰国後に指定

された施設における

強制的な自己隔離を

義務付ける。



新しい学びの形
このように海外留学に対する影響はかなり大きなものです

が、新しい様式としてバーチャル留学・オンライン学習が注目

を集めています。

今まで現地にて対面授業のみ提供していた語学学校が多

数のオンラインコースを開始している他、TOEFL や IELTS

のスコアなしで大学、カレッジ進学を可能にするアカデミック・

パスウェイコースも自国からオンラインで受講可能になってい

るなど、興味を持つ方が増えています。また、各種アクティビ

ティもオンライン上で行われ、各国の受講者と交流を図ること

もでき、もうひとつの海外留学の形、学びの形となっています。

反面、海外留学はその地に出向いて、そこでの生活を通し

て様々な経験を積むこと、インターンシップなど対面での学外

活動で培われるものがあること、それが醍醐味でもあるため、

オンライン受講では自分の目的に合わないというケースも。

個人の状況により様々な意見が出ていますが、学び方につい

て選択肢が増えた分、それぞれの状況や目標・目的に合わせ

て受講を組み合わせることができるという利点もあるでしょう。

例えば、長期間の語学留学を希望する場合、現地での生

活をスムーズに開始できるように出発前にオンラインコースに

よる総合英語を受講して事前準備をする、あるいは海外の大

学進学を目標とする場合は、オンラインコースを活用し自国

にて希望する大学の英語力の出願条件を満たすようにし、海

外渡航時は大学・大学院に直接入学、就学開始できるように

すると学費の節約にもつながります。

実際、日本の大学でも新型コロナウイルスの影響を受け、

2020 年新学期はオンライン受講が続きました。新学期がオ

ンラインということで、特に新入生は他の学生とコミュニケー

ションが取りにくいなど、大学生活の面で不安を感じたという

意見も多くあったようですが、「学ぶ形」という面では確かに、

半ば強制的に新しい様式を体験し、多少なりともその可能性

を感じたのではないでしょうか。自宅でのオンライン受講は、

集中できない…、時差がきつい…といった声があるのも確か

ですが、「気軽にできる海外留学」「海外留学前のウォーミン

グアップ」として広く認知され始めています。

海外でも 9 月からの新学期はオンライン受講のみ、または

対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型受講が主流と

なっています。今後の新型コロナウイルスの状況によっては、

対面受講以外の学びの形：オンライン受講もより一般的なも

のになっていくのかもしれません。

Withコロナ時代における
海外留学とその準備

以前よりオンラインで単位取得ができるコースの提供が珍

しくなかった海外の大学では、今までの遠隔地教育としての

オンライン授業に加え、オンライン授業と対面授業を組み合わ

せたハイブリッド化が加速すると予想されています。通学が

許可され対面授業が全面的に再開しても、多くの学生が同じ

キャンパス内で長時間過ごすことで密な状況が生まれてしま

うことから、新型コロナウイルス対策として必要な措置と考え

られています。海外に渡航し現地の学校にて受講する、所謂、

海外留学の場合も、受講スタイルとしてカリキュラムの一部に

オンライン受講が必ず含まれるようになると、今まで以上に自

己管理能力が求められるようになるでしょう。また、オンライン

授業では発言のタイミングが取りづらかったり、語学力により

会話のスピードについていくのが大変で、ただ画面に向かっ

ているだけという状況に陥る可能性もありますので、どの場

所でオンライン受講するとしても語学力を伸ばしておくことが

大きな助けになるはずです（翻訳機の発達が目覚ましい昨今

ですが、ツールを通すことで生ずるタイムラグを考えるとオン

ライン受講に役立つかどうか？！）。

現在、様々な海外の語学学校、大学、カレッジがウェビナー

（Zoom 等利用したセミナー）を無料で行っていますので、こ

のような機会を積極的に活用することも海外留学へ向けての

事前準備になると思います。「どんなウェビナーがあるのかな？」

と興味を持たれたら、ぜひお気軽に IYEO へご相談ください。

冒頭からお伝えしてきたように、多くの国で入国制限がある

中、一部の国を除いて今すぐ日本を出発するのは難しいと思

われますが、混沌とした状況であっても志の高い学生は「出発

前の準備ができる。自分の目標について改めて考える時間と

したい。」とこの状況を前向きに捉え、今できることに力を注い

でいます。アメリカ、イギリスなど、日本からの留学生受け入れ

に積極的な姿勢を見せ始めていますので、渡航後にゼロから

の開始ではなく、下地をもってスタートできるように、まずは早

めに計画を立て、準備を始める・準備を続けておくことが大き

な一歩となるでしょう。
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【最新情報！！カナダ入国制限】

学生ビザでの入国に関して、10 月 20 日に条件が緩和され

ました！今後は、①承認された有効な学生ビザ／POEレター

を提示できること（発給日付は不問）、②政府承認の 14 日間

自主隔離など留学生サポートプランを提供する教育機関が受

入先であること、の 2 点を満たすことで渡航が可能に。承認

済み学校リストは、IRCCウェブサイトでご確認を。



永山果蓮さん

Minnesota State University, Moorhead （ミネソタ州）

2018年 8 月出発

コロナ禍により現在、日本の自宅からオンライン授業を受け

ている永山果蓮さんに、オンライン授業についてインタビュー

しました。彼女の大学での専攻は、Business Administration

ConcentratingInternational Businessです。

Qいつからオンラインの授業を受けていますか？
（現地にいるときから？どういう経過で？）

本来 Spring2020 の春休みは 3月 9 日から 13 日の予

定でした。2 月ごろはキャンパスでも新型コロナウイルスの話

題は全く出ていませんでした。しかし、3 月 1２日に、春休み

の１週間延長が決まり、さらにその１週間後に再び春休みが１

週間延長されました。結果として２週間ほど春休みが延長さ

れ、3 月 30 日から授業再開でした。Spring2020 は最後

までオンライン授業に移行すると発表されたので、日本へ帰

国することを決めました。3 月２4 日に日本へ帰国し、２週間

自宅隔離でした。

夏の間も２クラス受講しており、それらも全てオンラインで

した。8月上旬まで、キャンパスでの対面授業のクラスがあっ

たので、飛行機のチケットも取っていて、アメリカに帰る気満々

でした。しかし、それらのクラスも全てオンラインに移行し、ア

メリカの感染者状況も悪くなる一方だったので、日本から授

業を受けることにしました。

Q現地でなく、自宅で受けるオンライン授業につ
いて、どんな授業を受けていますか

Fall2020は Organizational Behavior, Financial

Management, International Relations, Internation

al Marketing, Marketing Management, Technical

Report Writing の 6クラスを受講しています。その内 5

クラスは300以上のアッパーのクラスですが、教授たちのちょっ

とした工夫のおかげで、スムーズに受けられています。

例）
・授業で使うはずのパワポに、分かりやすいようにメモをして
くれている。

・Zoomを使わない授業でも、週に何日か Zoom で実際に
質問をできるように時間を作ってくれている。

Q Zoom 等を利用して受ける科目やそうでない科目
があるのですか

私が受けている授業のうち、Zoomを使ってリアルタイム

で受ける授業は一つしかありません。他の授業では、教授が

録画した授業の動画をみたり、週ごとに出された課題をオン

ライン上で提出するだけになっています。実験などがあるサイ

エンスのクラスや、アートのクラスは Zoom では限界がある

ので、対面になっていることが多いです。

Q 日本からアメリカの授業を受けていて、難しい
点や良い点

難しい点

・Zoomの授業は時差があるため、朝 5 時から受講しないと

いけないのが体力的にキツい

・教授やクラスメートと直接の触れ合いが少ないため、英語力

が伸びる感じはあまりしない

・グループワークの課題

良い点

・多くのクラスの課題が週ごと、月ごとなので、自分のペース

で課題を進められる

・日本で家族と過ごせている、安心感

・（個人的には）日本であるインターンに参加できること

Q 実際にオンラインの授業を受けて、気づいたこ
とや思ったことは？

多くの日本の大学が、オンライン完全移行に手間取っている

感じがしていましたが、アメリカの大学は普段からオンライン授

業を取り入れていたので、オンライン完全移行になった時、私

たち生徒が困ることはあまりなかったですが、対面の授業にあっ

た、ライブ感だったり、クラスメートとのディスカッションなどは

ほとんどないので、オンライン授業は単調な感じがします。

Zoom越しだと画質も荒く、顔もくっきりとは映らないので、

化粧もしないしパジャマや部屋着で参加しています（笑）
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早くアメリカに戻って対面授業を受けたいです！

オンラインで受講中！
アメリカの大学のオンライン授業受講レポート

East Asian Nightにて友人とともに！(左端が永山果蓮MS)



オンライン授業にも良さはたくさんありますが、せっかく同

じ学費を払って留学しているので、早くアメリカに戻って対面

授業を受けたい、という気持ちが今は大きいです。

Q 日本でのインターンシップというのは、いつ頃
からどれぐらいの期間、どのような形で参加する予定？

日本でのインターンシップはすべて短期のもので、1 日だ

けだったり、1 週間あるものだったりとまちまちです。

1 日だけのインターンは、企業説明が主で、就活の時のレ

ジュメに「〇〇のインターン参加済み」と書くことができるよう

に、気になる企業の 1 日インターンはとりあえず参加していま

す。1 週間のインターンは、グループディスカションを重ねて、

最後に企業のゼンする、という流れが多いです。 ちなみに、こ

の間はお給料は出ません。（笑）

飛世紗由妃さん

North Central College（イリノイ州）

2020 年 8 月出発

コロナウイルスの影響でアメ

リカ入国がどうなるか不安

な気持ちを持ちながらも、しっ

かりと出発準備を進め、8月

中旬に無事出発、現地到着し

ました。入国時の状況や2週

間の自主隔離についてのレ

ポートをご紹介します。

こんにちは。無事に到着し、2 週間の自主隔離もあと4 日

で終了するところです。

まず、入国審査についてですが、とてもスムーズに行う事

ができました。隔離のことや対面授業かどうかの事について

の質問はなかったです。預けた荷物もオヘア空港にて問題な

く受け取る事ができました。日本食(乾麺、味噌汁、缶詰、お

茶漬け等)を持って行きましたが、税関申告書で食べ物の欄

に丸をつけ、記入をしていたので問題なく通過できました。

大学到着後３、4 日くらいは、部屋から出ることもできず不

安な事もありましたが、生活に不便さを感じたことはありませ

ん。隔離期間中の食事は、大学から頂いたギフトカードを使

い、ウーバーイーツなどのデリバリーを使っていましたが、8

月 18 日からダイニングホールが開き、現在は食事を 3 食分

部屋の前まで持ってきてくれています。その他生活に必要な

もの全て、大学から提供してもらえたので、困っていることは

ないです。

8月 19 日からオンラインでインターナショナル生向けのオ

リエンテーションが始まったので、参加しているところです。そ

して、8 月 24 日からキャンパス内を歩く事ができ、また授業

が始まるので、楽しみです。

小野寺晴香さん

Aquinas College（ミシガン州）

2016年 9 月入学－ 2020年 5 月卒業

「アメリカ大学奨学金留学プログラム」にて、ミシガン州に

ある大学に進学した晴香さん。2020 年 5 月に無事卒業

し（オンライン卒業式だったそう）、夏からは教育関係の仕事

がスタート、社会人として一歩踏み出しました。卒業後に回

答いただいたインタビュー形式体験談をご紹介します。

◆ 卒業おめでとうございます！

ありがとうございます！オンライン卒業式だったのが残念

でしたが、私の専攻である International Studies の中で

最優秀学生に選ばれることができ、良い形で終わることがで

きてよかったなと思っています。

◆ 在籍した大学 Aquinas College について、授業・

指導の質はいかがでしたか？

私が今まで取った授業は、１クラス１５人以下が平均で少人

数制でした。授業はほとんどが参加型で、話したり書いたりと

様々な形で他のクラスメイトたちと意見を交換することで学ん

だり、授業によっては毎週プレゼンテーションもありました。知

識を詰め込むだけでなくそれを用いてどう考え問題を解決し

ていくかを、教授たちが導いてくれました。どの授業もベース

に「知識と自ら考える力で自分がより良い世の中を築いてい

く」という考えがあったと思います。教授は、自分の専門分野

や教えることに情熱をもっている方ばかりでした。中にはオフィ

スアワー中に１対１で２時間も付きっきりで教えてくれたり、授

業のことだけではなく私の卒業後の進路や学校生活にことな

ど、本当に真剣にアドバイスをくれたりと、人生の先生のよう

な存在になってくれた教授もいます。
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アメリカ大学奨学金留学
資料請求・無料説明会はこちら↓↓

URL https://www. iyeo.org
お問合せは、IYEO 各地相談デスクまで

フリーコール 0120－ 52－ 9686

コロナ禍の海外留学ー到着しました！
アメリカ大学奨学金プログラム参加者

アメリカ奨学金プログラム
卒業報告



◆ 大学所在地・グランドラピッズの治安はどのように感

じましたか？

グランドラピッズは、アメリカの中ではとても治安の良い町

だと思います。一部 100％安全ではない地区もありますが、

全体的には町中もあまりゴミが落ちておらず綺麗で、昼間は

一人で歩く人なども見かけます。特に大学の周りはよく女性

でも一人でジョギングしたり、子供連れの家族が歩いていた

りという光景が日常的に見られました。

◆ Aquinas College の「これが良かった！」というの

がありましたら教えてください。

様々な質の高い学べる機会・経験を与えてくれたところで

す。例えば大学は市内外に200 以上の企業や団体と提携し

ているので、単位を取得できるインターンシップが出来たり、

春・夏・秋休みに他の生徒たちと国内外にボランティア活動を

しに行ける機会があったり、著名な活動家などの講演をキャ

ンパス内で、無料で聞くこともできます。私は、全米規模で行

われるシカゴ模擬国連会議に参加したり、ボランティア活動と

してサウスダコタ州やペルーを訪れたり、インターンシップで

英語を教える先生になったりと、 ここには書ききれない位たく

さんの素晴らしいチャンスに恵まれました。

◆ 進学先としてアメリカを選択したことについて、全体

的な感想をお願いします！

アメリカの大学に進学して心から良かったと思います。語

学力はもちろんのこと、私とは全く違う人と出会ったり、価値

観に触れたりすることで様々な視点から世界を見ることが出

来るようになりました。そのことが私の人生をより豊かにして

くれたと思います。

また、色々な国の人と心の底から信頼し合える人間関係を

築くことが出来たことも、私にとっては人生の財産です。この

奨学金プログラムのおかげでアメリカ留学を実現することが

できましたし、この留学を通して私の人生は大きく変わりまし

た。本当にありがとうございました。

とてもよくしてくれた教授のご家族と一緒に夕飯を作って食べ

ました。

コロナウイルスの流行で早期帰国することになった前日に校門

前で。ルームメイトで親友のテイラーと一緒に。

阿曽加奈子さん

Missouri Valley College（ミズーリ州）

2012年 1月編入－ 2015年夏卒業

皆さん、こんにちは。Missouri Valley Collegeを2015

年夏に卒業した、阿曽加奈子です。

今は東京の某 IT 企業で働いており、主に日本の社員に向

けた社内広報を担当しています。

奨学金プログラム参加者の皆さんの一部は、新型コロナウ

イルスの影響により、オンライン授業で勉学に励んでいる方も

いらっしゃるかと思います。きっとこのような状況は奨学金プ

ログラム参加を考え始めた時には想定していなかった状況で、

複雑な気持ちを抱えているのかなと想像します。

私が勤めている会社でも、今年 3 月から全規模・全社員

が在宅勤務です。そのため、ミーティングなどはオンラインで

行われます。現時点では来年 7 月まで、全社員の通勤不要

が確定し、その先も全社員がオフィス通勤することは不要と

なる見通しです。今日は私がテレワークを通して感じたこと、

新しい人々との関わり方についてお話させていただきます。

実は、私は今年 2 月に社内転職をし、現在の業務に従事

しています。本来ならば 2 月中旬にアメリカで 3 週間ほど研

修予定でした。その矢先、新型コロナウイルスの勢力が拡大

し、渡米できなくなりました。異動先の部署は、私が日本／ A

PAC(アジアパシフィック)地域で初メンバーとなるため、時
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時差を超えてWFH！
Working From Home



差がある中、研修はアメリカメンバーとZoomを通してオン

ラインで行われました。研修は無事に終了したとはいえ、当初

からチームメンバーの働く様子を実際に見ることができない、

時差があるためすぐに気軽に質問ができない中、いきなり本

番の土俵に放り込まれた気分でした。日本の社員に向けた広

報は通常 800 人程度、また時には緊急性を伴う日本以外の

広報を担当することもあるため、4500 人程度に情報を発信

することもあります。不特定多数の大規模広報に対して、私

の判断・文章で情報が届くということに非常に責任を感じ、思

い悩んだ日々もありました。幸いなことに、上司は私自身の判

断を非常に信頼してくれており、またチーム全員が非常に協

力的であるため、緊張感や責任を感じながらも、日々充実し

ています。

個人的な経験として感じたテレワークの難しい点は、気軽

に質問ができない、同僚と気軽にブレインストーミングができ

ないということです。直接人と会って何気ない話をすることか

ら、様々なアイディアが生まれる場合もありますが、テレワー

クだと雑談をするにもお互いにミーティングを設定する必要

があり不便だなと思います。しかし、良い点もあります。気軽

な雑談が発生しないため、外部から中断されることがなく、集

中することができます。また、パソコンとインターネットがあれ

ば、場所に関わらず仕事ができることです（実際に私も広島

に帰省した際、朝 6 時から各国のチームメンバーと仕事をし

ました。）

テレワークにも一長一短がありますが、大切なことは柔軟

に対応することだと思います。変化の激しい世の中、思い通り

にいかないこともありますが、その点だけに執着するのでは

なく、良い点を見つけて対応していけば総じてポジティブな結

果をもたらすと思います。また、オンライン上でも人との繋が

り・信頼を形成することも可能だと信じています。実際に私は

チームメンバーと一度も直接会ったことはないですが、お互

いに非常に良い信頼関係を築けています。その点はお互い

交流する努力で達成可能だと思いますので、奨学金プログラ

ム参加者でオンライン授業を受けている方も、ぜひ教授や他

学生さんと交流して良い関係を築いてください。応援してい

ます！！
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ボストンキャリアフォーラム2020
今年はオンラインで開催！

1987年にボストンで始まった海外の大学・大学院で学ぶ日本

人留学生をはじめとする日英バイリンガルの重要な就職活動

の１つとなっているキャリアフォーラム。企業説明会だけで

なく、イベント期間内に面接・選考を行う企業が多いのが特

徴で、例年6割超の企業が会期内に内定を出しているようです。

今年は残念ながらコロナ禍により、現地ボストンでの開催が

中止となったため、代わりに日本時間の9月12日（土）から1

1月16日（月）（米国東部時間9月11日から11月15日）まで

「オンライン」で開催されることになりました。

企業の担当者に直接質問できるライブセミナーや、内定まで

出る可能性のあるオンライン面接など、就活のどの段階にあ

る場合でも活用できるとともに、全てオンラインで進めるこ

とができるので、世界中のどこからでも参加可能です。

◆参加には、日英バイリンガルで以下のいずれかの条件を満

たしていることが必要です。

・日本国外の大学の学士またはそれ以上（修士、MBA、博士

等）の学位を所持(取得予定)

・交換留学経験があり、日本の大学の学士以上の学位を所持

(取得予定)

・留学経験のある職務経験者あるいは海外での職務経験あり

キャリアフォーラムでは、参加企業によるオンライン面接も

実施されます。オンラインイベント内の面接ツールは12月15

日まで（米国東部時間12月14日まで）利用可能、期間内で2

万回以上のオンライン面接が行われる予定とのこと。

参加企業のライブセミナーやキャリアセミナーに加え、ジャー

ナリストの池上彰氏や政治哲学者でハーバード大学教授のマ

イケル・サンデル氏らをゲストに迎えての講演も予定されて

いるようなので、上記の条件を満たす方は、日本にいながら

にして参加可能なオンラインキャリアフォーラム、ぜひ参加

してみてはいかが？

◆オンライン ライブセミナー開催日程 (日本時間)

◆参加企業一例

伊藤園、伊藤忠商事、江崎グリコ、NTTデータ、セガ グループ、ソ

ニー、ソフトバンク、第一三共、東京海上日動火災保険、ニトリ、

野村総合研究所、博報堂／博報堂DYメディアパートナーズ、日立製

作所、三井住友銀行、三井不動産、三菱商事、LINE、楽天、外務省、

日本銀行、EY、A.T. カーニー、KPMG、コカ・コーラ ボトラーズジャ

パン、ゴールドマン・サックス、シティグループ、J.P.モルガン、

セールスフォース・ドットコム、日本IBM、PwC Japan、Bloomberg

L.P.、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン、ボストン コ

ンサルティング グループ、モルガン・スタンレー、など。

https://careerforum.net/ja/event/bos/



アジアの大学が初のトップ20入り！

2020年9月2日(現地時間)、イギリスの教育専門誌Times

Higher Education(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)

による「世界大学ランキング」2021年版が発表されました。

同ランキングは世界的に注目され、留学する大学を選ぶ指針

としても使われており、教育、研究、研究の影響力、国際性、

産業界からの収入、あるいは各大学の学生と教員の比率や

留学生比率、研究者による評価等をもとに順位が決められて

います。ランキングでは、研究や大学院教育の成果を重視し

ているのが特徴です。

１位は５年連続で英国のオックスフォード大学、トップ 10は前

年同様、アメリカ(8校)とイギリス(2校)の大学で占められて

います。アジアのトップは 20 位に入った中国の清華大学。現

在のランキング指標が導入された 2011 年以降、アジアの大

学がトップ 20に入るのは今回が初めてです。中国からはベ

スト100に６校が、ベスト200に７校が入り、全体には 91 校

がランクインするなど、中国をはじめシンガポール、韓国など、

アジアの大学が台頭しているのが特徴的です。日本からは前

年より６校多い 116 校がランクイン、東大は前年と同じ 36

位、京大は順位を上げ 54位(昨年 65位)となっています。

～タイ「チェンマイのコムローイ」～

毎年 10 月から 11 月の満月の夜に開催されるタイ「チェン

マイのコムローイ」。タイの各地で行われるお祭りロイクラトン

の時期に併せてチェンマイで開催される一大イベントです。1

年の終わりにコムローイ（ランタン）を空に打ち上げて、その年

の収穫と豊作を祝う「収穫祭」としての意味を持つ行事です。

人気ディズニーアニメ映画『塔の上のラプンツェル』のモデ

ルともなったと言われているお祭りで、無数のランタンが空を

舞う光景はとても幻想的。

ロイクラトンとは、水の女神に祈りを捧げ、花を飾った灯篭

を川に浮かべるいわゆる灯篭流しで、川の精霊に感謝の気

持ちを捧げる行事です。一方コムローイは、ランタンを夜空に

放つことで、天井の仏様に感謝の気持ちを捧げる行事とされ

ています。また全てのコムローイが空に打ち上げられた時、苦

難も一緒に消え去ってくれると信じられているようです。

コムローイは英語で「Khom Loi」もしくは「Khom Loy」

と表記します。Khomとはタイ語で「光」を意味し、Loi は「浮

く」という意味があります。つまり、「光りが浮く」 、空飛ぶラン

タンというわけです。

コムローイ祭りが行われるチェンマイはバンコクに次いでタ

イを代表する観光地。複数の民族が交流する中発展したので、

独特の文化や伝統が残る芸術の街として知られています。

コムローイ祭りは、今年はコロナ禍で開催が危ぶまれて

いましたが、10 月 31 日と 11 月 1 日に、規模を縮小して

開催されることが決定しました。観光客も観るだけでな

く、自分のランタンを空に飛ばすことができるこのイベ

ント、今年は渡航は難しいですが、旅行ができるように

なったら一度は体験してみたいですね。
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連載 世界のお祭り第 8回

世界大学ランキング 2021



【活動報告】

4月上旬 AYC19カナダ公立高校留学プログラム参加者

コロナ禍により早期帰国

4/24(金) AYJ19 日本高校体験プログラム参加者帰国

コロナ禍によりタイ・台湾に帰国

4/29(水) 同上

6/9(火) 同上

8/2(日) アメリカ大学奨学金留学説明会(広島)

8月中～下旬 アメリカ大学奨学金プログラム参加者出発

8/22(土) アメリカ大学奨学金留学説明会（札幌）

8 月下旬 AYJ20 日本高校体験プログラム コロナ禍によ

り中止

8 月下旬 AYA20 アメリカ高校交換留学プログラム コロ

ナ禍により中止

8月下旬 AYC20カナダ公立高校留学プログラム 2年目

継続の生徒が再渡航

9/5(土) アメリカ大学奨学金留学オンライン説明会(広島)

9/中旬 福山平成大学アスレチックトレーナーセミナー

(Sports Medicine Australia/キャンベラ)(広島) コロナ

禍により中止

10/15 文科省「学位取得のための海外留学広報」事業―

高校教員のための海外大学進学基礎講座（ZOOM）（広島）

10/29 文科省「学位取得のための海外留学広報」事業―

高校教員のための海外大学進学基礎講座（ZOOM）（広島）

【活動予定】

１1/13 文科省「学位取得のための海外留学広報」事業―

高校教員のための海外大学進学基礎講座（ZOOM）（広島）

11/19 IYEO 理事会

11/28 IYEO総会
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編集後記

新型コロナウイルス、COVID-19、パンデミック…、2020年を迎えて以降、何度これらの言葉を目に、耳にした

ことか。本来なら東京オリンピックで大いに盛り上がっていたはずの今年が、新型のウイルスに翻弄されてこんな

に閉塞感を感じることになるとは、昨年の今頃は予想もしていませんでした。当初の予想よりもこのコロナウイル

スの影響が長く続いており、ついつい不安な気持ちになりがちですが、この状況をきっかけに「柔軟性」「適応力」

について改めて考えを巡らせる今日この頃です。どんなことも、心軽く乗り越えていけたらと願います。まずは健

康第一、手洗い＆うがい、マスク着用を継続し、新様式でクリスマス、新年を迎えたいと思います。

2021年も IYEOは前進します！

札幌デスク・青木晶子
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活動報告＆お知らせ

おまけ！Acronym (頭字語）について
「時差を超えてWFH」の記事にもありますが、最近アクロニム

がよく使われていますね。社会の授業で習うような昔からあ

るWHO (World Health Organisation)だけでなく、ソーシャル

メディアの普及などで新しいアクロニムも増えています。お

まけ記事としていくつかよく使われるものをご紹介します！

AFAIK = As Far As I Know BFF = Best Friend Forever
BTW=By TheWay ETA = Estimate Time Of Arrival
FYI = For Your Information FOMO = Fear Of Missing Out
GTG =Got To Go ICYMI = In Case You Missed It
IDC = I Don't Care IDK = I Don't Know
IMO = In My Opinion IMHO = In My Humble Opinion
IRL = In Real Life ILY = I Love You
LMK= Let Me Know LOL = Laughing Out Loud
NBD=No Big Deal OMG =Oh My God
OMW=OnMyWay POS = Parent Over Shoulder
PPL = People SMH =Shaking My Head
TBH= To Be Honest TLC = Tender Loving Care
WTF =What The F*** YOLO =You Only Live Once

IYEO・アメリカ／カナダ高校留学プログラム
お気軽に IYEOホームページより

資料をご請求ください。

URL https://www. iyeo.org
お問合せは、IYEO 各地相談デスクまで

フリーコール 0120－ 52－ 9686


