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カルフォルニアやサンフランシスコの語学学校に通学しながら、
自分のトビタテ留学の目的に合わせて、留学計画をカスタマイズ
できます。２０１９年は多くのトビタテ生がこのカスタマイズプ
ログラムを使って、自分だけの留学プランを作って留学しまし
た。

期間と料金 ２週間～12週間迄 ＄4,500～
（対象期間 2020年7月1日～2021年3月31日）

夢を掴むためにも自分だけのカスタマイズ計画を作ってみよう！
例：語学学校+α ボランティア

（幼稚園、大学の日本語クラス、語学学校）
例：語学学校+α 建築見学
例：語学学校+α スタンフォード大学 d-school見学
例：語学学校+α Hollywood映画見学
例：語学学校+α ホスピタリティ(ディズニーリゾート分析)

カリフォルニアにある名門大学UCLA(カルフォルニア大学ロサン
ゼルス校)で開催されるサマーキャンプ。 午前中は語学レッス
ン、午後は毎日様々なアクティビティに参加。 キャンパス内の学
生寮で滞在するのでアメリカのUCLA大学生活の疑似体験が可
能！
カリフォルニアサイエンスセンターやゲッティー美術館、グリ
フィス天文台へのスタディーツアーに加え、ディズニーやナッツ
ベリーファームへの遠足も含まれ様々な国から来る留学生と共に
充実したキャンプ生活が過ごせます。

対象14歳～17歳
英語の基準 なし

期間と料金 2週間 ＄5,300～
場所 カルフォルニア州 ロサンゼルス
出発 2020年 7月26日（日）
帰国 2020年8月9日（日）（日本到着は翌日）

「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」第６期の募集を受け付けております。多様な分野においてリーダー
シップを発揮し、世界で活躍しようとする又は日本から世界に貢献する意欲のある高校生を募集してます。
毎年このトビタテ奨学金の制度を利用して多くの留学生のトビタテ留学を実現しています。

返済不要の奨学金
自分がしたい
留学を自由に設計
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プログラム一覧
2020年の日程が未発表のプログラムに関しては、赤字になっています。
随時E2 SMILEのホームページでアップデートされますので、ご確認ください。
また、気になったプログラムがあれば各プログラムの資料請求してください。
トビタテ一次審査に必要な全体のスケジュールや概要など掲載されています。



カリフォルアの大自然の中で行われる宇宙をテーマにしたキャン
プ。宇宙科学の学習（望遠鏡観察、ロケット学、惑星科学、太陽
科学など）や宇宙探検活動をしながら、現地アメリカ人学生と、
マウンテンクライミングなどのアクティビティーも多数用意され
ています。
プログラム最終日にはカルフォルニアサイエンスセンター見学あ
り。

対 象 12歳～17歳
英語の基準 中級レベル、日常会話が聞ける程度（言いたいこと
が言えなくても参加可能です）

期間と料金 2週間 ＄5,500
場 所 カルフォルニア州 ロサンゼルス近郊
出 発 2020年7月19日（日）
帰 国 2020年8月1日（土）（日本到着は翌日）

サンフランシスコで、建築、デザイン、都市開発などに興味のあ
る高校生のためのプログラム。短期集中で楽しみながら学ぶよう
カリキュラムが構成、デザイン技術の向上はもちろんのこと、大
学入試や就職活動に有効な自身のポートフォリオも完成させます。
設計デザインの技術、3Dモデリング、映像、画像、アニメーショ
ン、アメリカで建築には欠かせないソフトフエアーSketchUpや
Autodeskを含めたコンピュータデザインツールの使い方を学び
ます。サンフランシスコで有数の建築会社、Jim Jennings 
Architectureと、Hannum Associatesの代表が監修しています。

対 象 15歳～18歳
英語の基準 中級レベル、日常会話が聞ける程度（言いたいこと
が言えなくても参加可能です）

期間と料金 5週間 ＄7,900～
場 所 カルフォルニア州 サンフランシスコ近郊
出 発 2020年7月5日（日）予定
帰 国 2020年8月8日（土）予定（日本到着は翌日）

カルフォルアにある現地アメリカの高校へ留学。
• Soteric Academy Private High School
• Heritage Christian School
• Capistrano Valley high school

生徒と先生の割合は1：15と少人数制が徹底されており、アット
ホームな雰囲気です。

対 象 15歳～18歳
英語の基準 少なくとも英検2級以上

英語の基準 学校によって基準あり。目安として英検準2級以上。
※合否選考の結果、希望校に入学できない場合もあります

期間 3週間～※12週以上は学生ビザ取得が必要
2020年8月24日～2021年3月31日予定(一部除外日あり）
料金 ＄5,200～
場 所 カルフォルニア州

このエンジニアキャンプでは、技術を磨くことはもちろんのこと、
エンジニアの限りない可能性を発見し、自分自身に自信をつけて
いくことを目的としています。
2週間の寮滞在型のキャンプは、カルフォルニア大学のキャンパ
スの寮に滞在し、アメリカの学生生活を体験するとともに、エン
ジニア題材とした様々な体験をしたり、ひとつのプロジェクトを
チームとして取り組み完成させます。
課外活動や、アクティビティも企画されています。

対象 15歳～18歳
英語の基準 中級レベル、日常会話が聞ける程度（言いたいこと
が言えなくても参加可能です）

期間と料金 2週間 ＄5,000～
場所 カルフォルニア州
出発 2020年7月19日（日）予定
帰国 2020年8月1日（土）予定（日本到着は翌日）



名門校であるStanford大学でITキャンプ！初日はITの聖地である
シリコンバレーで企業見学も付いてます。
<モデルスケジュール>
2:10 - 2:25 Facebook本社見学。
2:40 - 3:10 Google本社見学。
3:30- 3:50 Apple旧本社見学。Apple社Display部門Panel 
Design Engineer・Tien-chien Kuo氏帯同。
4:00 - 5:20 Apple Park Visitor Center視察。Kuo氏へのQ&A。

対象 15歳～18歳
英語の基準 英検2級以上（スコアの提出必要）

期間と料金2週間 ＄7,200 ～（参加するコースによって費用が
変わってきます！）
場所 カルフォルニア州 サンフランシスコ
出発 2020年7月19日（日）予定 ※参加日程は要相談あり
帰国 2020年8月2日（日）予定（日本到着は翌日）

カルフォルニア大学アーバイン校でホームスティ先から通学する
ITキャンプ！自分の興味がある1週間コースを組み合わせて計画
できるカスタマイズプログラム！
• Game Design and Development 101
• Java Coding and Game Development
• Robotics Engineering and Coding Lab with VEX
• Program Gameplay Mechanics with Unreal Engine 4
• Code Apps with Java（他10コースあり）

対象 15歳～18歳
英語の基準 英検2級以上（スコアの提出必要）

期間と料金2週間 ＄5,800～（参加するコースによって費用が変
わってきます！）
場所 カルフォルニア州 アーバイン
出発 2020年8月16日（日）予定 ※参加日程は要相談あり
帰国 2020年8月29日（土）予定（日本到着は翌日）

全米でも最も安全な都市とされるアーバインの南に位置する
Irvine Valley College (IVC)。アットホームな雰囲気から、留学
生にも人気の学校で、 46カ国から約 400 人の留学生が通ってい
ます。 スポーツトレーナー研修ではのトレーナーチームの一員と
なって、大学のアスリート選手たちのケアやサポートを行います。
研修時間は10:30－17:30です。午前中に語学学校に通学するプ
ログラムもあり。

対象 14歳ー18歳
英語の基準 中級レベル、日常会話が聞ける程度（言いたいこと
が言えなくても参加可能です）

期間 ２週間～※12週以上は学生ビザ取得が必要
場所 カルフォルニア州
2020年8月16日～2021年3月31日予定(一部除外日あり）
料金 ＄3,500～

ロサンゼルスから南に100キロほど行ったサンクレメンテ市に位
置する州立のビーチです。一般サーファーに人気のハンティント
ンビートなどに比べ、隠れ家的なこのビーチは、他のサーファー
との接触などを気にせずにサーフィンに没頭できる環境です。
ビーチに滞在しながら、サーフィン三昧の生活を送るサーフィン
キャンプです。
1992年からサーフィンのキャンプを行っている老舗で、インス
トラクターの中には、現役のプロサーファーもいます。

対象 12歳～18歳
英語の基準 中級レベル、日常会話が聞ける程度（言いたいこと
が言えなくても参加可能です）

期間と料金 2週間 ＄4,400～
場所 カルフォルニア州
出発 2020年8月16日（日）予定
帰国 2020年8月29日（土）予定（日本到着は翌日）



バスケットキャンプに参加！
1週目はUCLAブルーインズと知られる名門チームであり、UCLA
ブルーインズのコーチやスタッフが監修のもと行われる寮制バス
ケットボールキャンプです。
2週目からホームスティで滞在し、語学学校へ通学。
3週目はアメリカでもっとも人気があるNIKEのBASKETBALLキャ
ンプに終日参加。
プログラム最終日にはDisney Resort観光あり。

対象15歳～18歳
英語の基準初級レベル、日常会話が聞ける程度（言いたいことが
言えなくても参加可能です）

期間と料金 17日間～ ＄5,900～
場所 カルフォルニア州
出発 2020年7月23日（木）予定
帰国 2020年8月8日（土）予定（日本到着は翌日）

テハチャピ山脈の広大な空と雄大な美しさに包まれたウッドワー
ド・ウェストは、ユニークな施設つくりで、参加者に素晴らしい
体験を提供しています。ロサンゼルス郊外のわずか2時間に位置
するウッドワード・ウェストの世界的な施設は、強い思いのある
トップアスリートが世界中から訪れます！キャンプは24,000平方
フィートと非常に広く、キャンパーが特別な経験や技術を得るた
めに、慎重に設計され、組み立てられています。このウッドワー
ド・ウェストの経験こそ、キャンパーたちの独自性を増すことは
間違えありません！

対象8歳～18歳
英語の基準中級レベル、日常会話が聞ける程度（言いたいことが
言えなくても参加可能です）

期間と料金 2週間～ ＄4,700～
場所 カルフォルニア州
出発 2020年 8月9日（日）※参加日程は要相談あり
帰国 2020年8月22日（土）（日本到着は翌日）

アメリカ西海岸の芸術系専門の高校です。
音楽、演劇、ダンス、ビジュアルアーツ、フィルム＆デジタルメ
ディア、ファッションデザイン、脚本などの専攻があり、入学時
にはオーディションやポートフォリオが必須であり正規入学する
には難関校の一つとされています。
サマーキャンプも同じ分野から選択することが出来るため、芸術
を学ぶ環境としては最高の施設、指導者が整っています。
プログラムによってはオーディションがあります。

対象14歳～18歳
英語の基準中級レベル、日常会話が聞ける程度（言いたいことが
言えなくても参加可能です）

期間と料金2週間 ＄4,950～
場所 カルフォルニア州
出発 2020年7月19日（日）予定
帰国 2020年8月1日（日）予定（日本到着は翌日）

ヒップホップ、ジャズ、コンテンポラリーダンスにフォーカスし
た新しいダンスプログラムです。ダンススタジオでのトレーニン
グに加え、最新のジムナスティック（体操）の施設を使用し、ア
クロバティックなテクニックを学びながら、ダンススキルを学ん
でいきます。1日7時間のレッスンが予定されている短期集中型の
プログラムです。
毎週スペシャルゲストを迎え、2019年の夏は下記の有名ダンス
パフォーマーを迎えています。
Katie & Nick Cutri ／ Chonique Sneed ／ Jamal Story

対象8歳～18歳

期間と料金 2週間 ＄4,700～
場所 カルフォルニア州
出発 2020年8月9日（日）
※参加日程は要相談あり
帰国 2020年8月22日（土）
（日本到着は翌日）

対象15歳～18歳
語学+ヒップホップ（通学）
期間と料金 2週間 ＄3,900～
場所 カルフォルニア州
出発 2020年7月26日（日）
※参加日程は要相談あり
帰国 2020年8月8日（土）
（日本到着は翌日）



留学体験談

未来テクノロジー

ショート

未来テクノロジー

私は今回留学するにあたって、アメリカのカリ
フォルニア州で行われたASTRO CAMPへの参加と、
ホームステイをしながらの語学学校への通学をし
ました。
私は宇宙に興味があって宇宙関係のキャンプに参
加したのですが、私の将来の夢は薬学の進んでい
る海外で新薬開発の研究をすることです。価値観
の違いがつきものである外国人同士でのチーム活
動をするというところが、研究と宇宙飛行士とで
似ていると思ったからです。そして今回の私の留
学の目的は、海外の方と協力して物事を進める感
覚を養うことでした。キャンプでは、ロケットづ
くりや溶接、スキューバダイビングなどの授業を
受けました。特にスキューバダイビングの授業は、
バディを組んで活動するので、今回の私の留学目
的にすごく合っていたと思います。授業中もとて
も積極的に発言をし、日本とは違って生徒が授業
を進めているような気がしました。

ASTRO CAMPに参加する前、宇宙の専門用語を英語
でわかるようにしておかないといけないのかとと
ても不安でした。しかしそんなことは全くなく、
もしわからないところがあればインストラクター
の方や周りの子たちがやさしく教えてくれました。
寮生活で、私は２人のアメリカ人と一緒に泊まり
ました。また、携帯等の持ち込みが禁止されてい
るので、自分はもちろんですが相手の子たちも触
れないので、カードゲームをみんなで楽しむなど、
より仲を深めることができました。
アメリカの修学旅行の中に紛れ込んだような感じ
でした。私の友達でほかのプログラムに参加した
子が、結局日本人とかたまってしまったと日本に

帰ってきてから後悔していました。
でもE2 SmileのASTRO CAMPはアメリカ中からアメ
リカ人が集まってくるものなので、朝から晩まで
約二週間、ずっと英語漬けでいることができまし
た。アメリカ人の温かさに包まれた二週間でした。

私は、今回留学するにあたってトビタテ留学
JAPANという奨学金制度を利用しました。トビタ
テには留学前に事前研修があり、そのおかげで留
学の目的や向こうで何をしたいのかがはっきりし
た状態で留学に臨むことができました。そして、
留学をより一層実りあるものにできたと感じてい
ます。だから留学するなら、しっかり目的を明確
にして行ってほしいと思います。留学する目的や
将来の夢、何を学びに行きたいかはそれぞれ違う
と思いますが、私はアメリカに一度飛び込んでみ
ることをお勧めします。今の時代はインターネッ
トで海外の情報を得ることができます。でも実際
アメリカに飛び込んでみると想像とはまた違った
景色が待っています。そして留学後も英語に対す
る姿勢が変わり、今何をすべきかが明確になりま
した。たった三週間の留学でしたが、今までで一
番濃い三週間になりました。そして今回の留学は、
最高の思い出であり、一生の糧です。E2 Smileさん
のトビタテ留学プログラムを選んで本当に良かっ
たです。

Astro Camps 宇宙キャンプ 岡本ひなたさん

スポーツ・芸術

未来テクノロジー

Irvine Vellay Collegeトレーナー研修 中道綾斗くん

私の夢はサッカー日本代表にコンディショント
レーナーとして帯同し優勝のサポートをすること、
日本のスポーツのシステム(環境、育成など）を変
えることです。そのために高校生という早いうち
からスポーツ大国であり、スポーツトレーナーの
最先端国でもあるアメリカに留学するべきだと
思って今回留学をしました。

アーバインについて1週間目は異文化になれないこ
とと英語の出来なさからホームシックになりまし
た。しかし、アーバインに来て1週間が経ちやっと
インターシップが始まり、そこからはホームシッ
クが抜け毎日が充実していました。自分の一日の
流れとしてはまず6時に起きて8時から9時半までジ
ムでトレーニング、10時半から5時半までがイン
ターシップ、月曜日はそのあと9時半までトレー
ナーの授業があって、そのほかの日は家に帰る、
土日は休みという感じでした。

このトレーナーのインターシップでは沢山のこと
を学び、感じて自分の留学の目的がしっかり果た
せたと思います。一番感じたのはトレーナーの重
要性です。アメリカは高校からプロまでスポーツ
をする場にはトレーナーがいて、高校、大学の各
学校にはATルーム（アスレチックトレーナールー
ム）があります。ですから、トレーナーがとても
頼りにされていて、選手は少しでも体に違和感が
あればATルームに来てトレーナーに相談します。
トレーナーとコーチ陣、選手は密接に関わってい
るためコミュニケーション能力が必要だと感じま
した。私がインターンシップを行なったアーバイ
ンの大学ではプロのトレーナーがどんな処置や仕
- 事をしているのかを見たり、実際にテーピング

ストレッチ法などを教えてもらい、選手に行うこ
ともできました。ボトルに水を入れてグラウンド
や体育館に持って行き、練習後にはそれを洗った
りするような作業があり、私もそれを見て積極的
にやるようにしました。毎日同じことをやるので、
やれることは全部やるということを心に留めてイ
ンターシップを行なったので、トレーナーの方か
らよくしていただき、留学の最後にはプレゼント
ももらって本当に頑張ってよかったと思いました。
大学の選手のみんなもフレンドリーに話しかけて
くれてたくさんの友達ができました。
アメリカ滞在中には高校フットボールを見に行っ
たのですが、観客もなかなかいてプロの同じくら
い盛り上がって感動しました。いつか日本の高校
スポーツもこのぐらい盛り上がって欲しいと思い
ました。プロ野球のエンゼルスも見に行きました
が、日本のプロスポーツ以上に盛り上がって色ん
な視点から日本のスポーツ界を変えていける部分
が見つかりました。

この留学中には沢山の問題や困難もありました。
ですが、E2 Smileさんが熱心に相談に乗ってくれ、
私の留学を良くしようと沢山の提案もしてくれま
した。そのおかげで、予定にはなかったディズ
ニーランドに行けたり、サンタモニカ、グリフィ
ス天文台にも行くとこができて本当にいい思い出
になりました。E2 Smileさんなしの留学では私の目
的が果たせなかったと思いますし、私の人生にお
いて大きな転換点になりました。本当にありがと
うございました。この留学は私の夢への大きな通
過点です。ここから更に努力し、成長して色んな
人に恩返しができるように頑張っていきたいと思
います。



留学体験談

未来テクノロジー

未来テクノロジー

Stanford大学でSTEMキャンプ 佐藤佑斗くん

留学をしようと思ったきっかけは何でしたか？
Silicon Valleyに留学しようと思った一番のきっかけ
はスティーブ・ジョブズの生涯を描いた映画
「Steve Jobs」でした。テクノロジーで次々に世界
に革命を起こしていくApple製品、またそれをリー
ドするスティーブ・ジョブズのカリスマ性や生き
様に心酔しました。Appleのほかに、検索エンジン
のGoogleや自動運転のTeslaなどSilicon Valleyには各
分野で世界をリードする企業が本拠を置いており、
常に何か新たな革命が起きそうなイメージがあり
ました。最初は世界で最も熱いSilicon Valleyで最先
端の技術に触れたり、スタンフォード大学での
キャンパスライフを疑似体験したりしたいな～く
らいの軽い気持ちでした。

プログラムに参加して、特によかった授業やアク
ティビティーについて教えてください。
普段は朝から晩までPCの前で作業する毎日で、プ
ログラミング大好きの私でも嫌気がさすほどでし
た。なので、DELLの会社見学でエンジニアの方と
ディスカッションする機会などがあったのはすご
くうれしかったです。スタンフォード大学などの
米名門大学を卒業した若手エンジニアの方々のお
話を聞くことで、下がりつつあったプログラミン
グに対するモチベーションを一気に回復させるこ
とができたのは大きかったです。

どんなところに滞在しましたか？よい点を教えて
ください。
私はスタンフォード大学の寮に滞在しました。
キャンパス内がアートで溢れており、どこを歩い
ても本当に美しい場所でした。キャンパス内には

スターバックスやパンダエキスプレスなどのお店
もあり、自由時間には友達2人以上同伴という条件
付きで行くことが可能です。寮から20分ほど歩け
ばスタンフォード・ショッピングモールという世
界的に有名なストアが140店舗も入っている大きな
センター街もあります。

アメリカに留学して一番苦労したことは何です
か？
私は諦めずにどんどん積極的に周りの人に話しか
けていき、英語力は低かったものの次第にみんな
の輪の中に入っていけるようになりました。１週
間後には周りの友達も必死に私の言いたいことを
理解しようとしてくれるようになり、毎日のよう
にブックストアやスターバックスに誘われるよう
になりました。また２週目に差し掛かるころには、
授業で分からなかったことを友達と寮でディス
カッションしたり、ファイナルプロジェクトの構
成についてお互いアドバイスしあったりとほとん
ど滞りなくコミュニケーションが取れるレベルま
でに成長しました。

アメリカ留学の経験を今後どのように生かしてい
きたいと思いますか？
Silicon Valleyで自動運転車などのいままで見たこと
のない最先端の技術に触れたり、世界中から集
まった優秀な学生たちとプロジェクト製作を通し
てお互い切磋琢磨しあったりしたことで、日本に
留まっていたくないという思いが日に日に強く
なっています。日本でなくもっと広く世界に目を
向け、自ら今よりも厳しい環境に飛び込んでいく
必要があると感じています。今回の留学から、私
は居心地の良い日本を離れて、将来はアメリカと
いうフィールドで戦っていくことを決意しました。

未来テクノロジー

未来テクノロジー

Calfornia大学エンジニアキャンプ 安部心源くん

留学をしようと思ったきっかけは何でしたか？
留学を考え始めたきっかけは海外の文化に興味が
あり、将来海外の人とコミュニケーションを図る
ための英語力をつけるために留学をしてみたいと
思ったからです。

留学前に不安に思ったことは何でしたか？
海外の人と上手く会話ができるか、友達を作れる
かが不安でしたが、キャンプが始まってすぐ声を
かけれ、片言の英語でも友達ができました。

プログラムに参加して、特によかった授業やアク
ティビティーについて教えてください。
どの授業もアクティビティも楽しかったのですが、
特に、Aerospaceという会社にの見学に行ったのが
楽しかったです。実際に使われたロケットの説明
や管制室の中に入って実際にしゃべったりする体
験をさせてもらえたので、それが一番楽しかった
です。アクティビティはみんなでKnotts berry farm 
というスヌーピーの遊園地に行ったのが思い出に
残っています。

留学してみてカルチャーショックを受けたことは
何でしたか？
特に感じたのは列になって部屋に入るとき、ドア
を支える人が必ずいること。何でもほめてくれる
こと。ハンバーガー屋のドリンクのカップが大き
くてお替り自由なことです。

アメリカ滞在中で一番思い出に残るエピソードを
教えてください。
みんなでプールにいって砂浜バレーや泳いだりし

て楽しかったです。一番はトビタテのミッション
で日本食を紹介したのですが、まずその企画を説
明して行う日にちを決めるのが少したいへんでし
た。秋田のいぶりがっこともろこしを紹介したが
すごく気に入ってくれて安心しました。

どんなところに滞在しましたか？よい点を教えて
ください。
カリフォルニア大学リバーサイド校の寮に二週間
滞在していました。周りは大きな山々があり過ご
しやすい環境でした。天気は内陸の地域なので日
中平均38℃くらい位まで上がりましたが乾燥して
いてそこまで苦ではなかったです。日本に帰って
きてから湿度がきつかったです。

留学前に準備しておいたほうがよかったと思った
ことは何ですか？
よく使う日常用語をまとめたりして準備はしてい
きましたが、単語は多く覚えていった方がいいと
思いました。また、よく日本のことについて聞か
れたりしたので日本の文化について理解を深めて
いった方がいいと思いました。

アメリカ留学の経験を今後どのように生かしてい
きたいと思いますか？
この留学を通して世界には多くの人や文化がある
のだと肌で感じることができました。私は今まで
あまり自分の意見を通して話していくことができ
なかったがしっかり自分を主張してどんどん個性
を出していきたいとおもいました。この経験を生
かしてさらに自分の目標に向けて努力していきた
いです。今度は1年以上の留学をしてみたいと思い
ます。



留学体験談

テイクオフ

未来テクノロジー

Palm Springs 建築見学 甲斐土筆くん

留学をしようと思ったきっかけ
僕が留学をしようと思ったきっかけは大きく三つ
あります。一つ目はカリフォルニアの家を見てみ
たかった事です。“カリフォルニアスタイル”とい
う雑誌を見ていた時に日本にはないデザインの家
にとても興味を持ったのがきっかけです。
二つ目は、海外の文化をもっと知りたかった事で
す。学校の研修でイギリスとインドネシアに行っ
た時に日本とは違う文化を目の当たりにし、その
異文化というものに興味を持ちました。
三つ目は英語力を向上させたいということです。
僕はリスニングとスピーキングが特に苦手なので、
実際に英語圏の生の英語に触れてみたいというの
がありました。

留学してカルチャーショックを受けた事
カルチャーショックではないかもしれませんが、
スタバのドライブスルーの存在にとても驚きまし
た。

特に良かった授業、アクティビティ
Palm Springsに行ったことです。アーバインやロサ
ンゼルスも日本とは全然違いますが、中でもPalm 
Springs は砂漠の気候で、周りに広がる景色も全く
違い、見るもの全てがとても興味深かったです。

滞在したところ、良い点
アーバインの住宅街にあるお宅にホームステイを
させて頂きました。小さい姉妹が二人いて、最初
はなかなか仲良くなれなかったんですが、1週間ほ
どで打ち解け、それからは毎日一緒に遊びました。
家の近くにはマーケットプレスがあり、一人で

買い物に行くこともよくありました。

留学前に準備しておいた方が良かったと思った事
日本のことを紹介するプレゼンブックを用意して
おけば良かったなと思いました。準備しておけば、
日本の良いところをもっと具体的に伝えられたの
かなと思いました。

一番苦労した事
コミュニケーションです。最初の1週間くらいは話
すこと以前に聞くこともあまり出来ませんでした。
でも、間違ってる英語でも自信を持って伝えよう
と頑張っていたら、少しずつですが話せるように
なっていきました。

この経験を今後どう生かすか
今までは日本国内でしか見ていなかった自分の物
事を見る、考える視野を世界規模に広げる事です。
自分たちが日常で悩んだり、揉め事だったりとい
うことはとても小さい事だったという事に気がつ
きました。考え方、視野をもっと広げて自分に関
わる人達へも良い影響を与えられる人間になりた
いと思います。
それから、チャレンジ精神です。僕はこの留学で
以前の僕ではあり得ないなという程のチャレンジ
をする日々を送りました。チャレンジしないと学
べない事が自分が思っている以上にとても多くあ
る、ということを知りました。そして、英語です。
とにかく英語で話すという事がとても大事で、話
せるようになるにはやはり話して話して話す。日
本でもこんな機会を作っていけたらなと考えてい
ます。
これらの事を自分の軸として、今後に生かして行
きたいと思っています。

テイクオフ

未来テクノロジー

Los Angeles 建築見学 佐藤未宙さん

留学をしようと思ったきっかけは何でしたか？
元々外国へ行ってみたくて、学校でトビタテを
やっていることを知り、応募しました。自分が英
語が好きで、学校で建築の勉強をしているので
せっかくの機会でアメリカへ行き勉強したいと思
い留学を決めました。

留学してみてカルチャーショックを受けたことは
何でしたか？
英語の授業をしている時に、日本は文法を主に学
習しているので発音よりは文法の方が得意ですが、
韓国の方たちは文法よりも発音の方をおそらく徹
底してやっているのか、発音が綺麗でした。
そこから、英語の学習方法が国によって異なるこ
とに驚きました。

留学中はどのようなスケジュールでしたか？
普段はペア学習でも日本人とペアでやるのですが、
今回の語学学校ではペア学習の相手が外国人で、
全ての会話を英語で行えたことが、英語を勉強し
に来た上でとても大きなことでした。また、授業
を聞き取るときにもリスニング力がついたと思い
ます。アクテビティはディズニーへ行けたのが楽
しかったです。

プログラムに参加して、特によかった授業やアク
ティビティーについて教えてください。
LAへ行けたことです。一回は行ってみたかった所
に行けたのがとても嬉しかったです。また、いろ
んなお店へ入れたのも大きな経験となりました。1
人で初めて町を歩くのが勇気が必要だし、それを2
週間で自分でできることが増えたと感じました。

どんなところに滞在しましたか？よい点を教えて
ください。
サンタニアへ滞在しました。気候も穏やかで人も
多くなく、ゆっくり歩いていろんな場所やショッ
ピングモールへ行けて楽しかったです。

アメリカに留学して一番苦労したことは何です
か？
暑さに耐えることです。日中はものすごく暑かっ
たりして、大変でした。ペットボトルを買っても
すぐにぬるくなってしまって、ペットボトルカ
バーを持ってきておけば良かったと後悔しました。

アメリカ留学の経験を今後どのように生かしてい
きたいと思いますか？
今回のアメリカ留学で沢山の経験をして、本当に
大きなものとなりました。自分1人でできなかった
こともアメリカへ行ってしなければならない環境
になったのでそこは訓練みたいな感じで出来るよ
うになりました！
建築の勉強も実際に建物へ行け、英語もアメリカ
へ行く前に比べて大きく変わりました。
アメリカ留学へ行きたいと思っている人たちがも
しいたら、早めに行った方がいいです。行きたい
と思っているうちに行った方が絶対に楽しめるし、
帰ってきてからもう一回行きたいと必ずなります。
そして、グループとかで留学へ来てる人たちもい
るけれど、私は1人でロサンゼルスまで行く方が勉
強にもなるし1人でできることも増えたので、1人
で行えて良かったなと思います。
留学は親の元を離れて過ごすことになるけれど、
全て上手くはいかないけれど、大きな経験と思い
出になるのは確かです。
今回アメリカ留学できて本当に良かったです。
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