交換留学報告書( 9 月分)

工学研究科 バイオ・化学専攻
井上やよい

UIUI のシンボル
Quad (大学の中心にある広場)

現在、 私は本 学の留 学プロ グラ ムを利 用して、 アメリ カの University of Illinois
Urbana-Champaign(UIUC)で勉強をしています。留学をした目的は、以下の 3 点です。
・英語能力の向上(特に、スピーキング、リスニング能力の向上。)
・視野を広げること(異文化を学ぶこと、その経験を通して見据え自己分析を行うこと。)
・海外から日本について考えること(日本の政治・経済・風俗等について理解を深めること。)
約 1 年間の海外生活の中で、さまざまな経験を通してこれらの目的が達成できるように日々の生
活を送っています。
今回は、2009 年 6 月 4 日から 9 月 28 日現在までに経験したことを報告致します。

語学学校・Intensive English Institute(IEI)
UIUC のキャンパス内に存在する IEI は、様々な人種の人が英語を学
ぶ語学学校です。私は、6 月 15 日から 8 月 7 日までの約 2 カ月間、IEI
で毎日 4 時間、ライティング・リーディング、発音、文法、リスニ
ングのスキルを学びました。授業開始前に行われた試験によってク
ラスが分けられました。
クラスは平均13人程度であり、
学生と学生、
先生と学生の距離間が短く、学生主体の授業形態は英語能力向上に
とって大変良い環境でした。リスニングの授業内で毎週のように行っ
IEI
た「プレゼンテーション」は、一番印象に強く残っている課題です。
一つのテーマが与えられ、それに対して個々、時には 2、3 人で発表
準備を行いました。伝えたいことを上手くできないもどかしさや意
見の相違などに悩みましたが、発表後、先生から「あなたのプレゼ
ンテーション能力は素晴らしい。
」とお褒めの言葉をいただいた時は
大変嬉しかったです。
この IEI には、アクティビティコーディネータと呼ばれる、学生
が楽しめる企画して下さる先生、それをサポートする 3 人のインタ
クラスメイト、先生との食事会
ーンの学生がいました。彼らが、
「キャンパスツアー」
、
「ショッピン
グモールツアー」
、
「ゲームナイト(アメリカでポピュラーなゲームを楽しむイベント)」
、
「ピク
ニック」などの企画をしてくれ、クラス外でも多くの友人を作ることができました。このよう
な企画の中でも英語能力を向上させることができたと思います。
ここで学んだこと、親しくなった友人、先生は、私の大切な財産です。
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Summer Vacation
私の夏期休暇は IEI 終了後 8 月 8 日から秋学期が始まる 8 月
24 日までの約 2 週間でした。
夏期に授業を履修していない学生の
休暇(アメリカの通常の夏期休暇)は 5 月下旬から始まります。彼
らは企業でのインターンシップ、帰省、アルバイトをして過ごし
ていたようです。
私は、友人とシカゴへ出かけたり、友人宅の夕食に招待された
り、
プールへ行ったり、
と気の向くままに時を過ごしていました。
また、英語の問題集を購入し、自学自習、そしてこちらでできる
就職活動もしていました。特に、就職活動に必要な自己分析を行
うには大変良い時間でした。なぜなら、アメリカでの生活を振り
返り、意識的に自分の性格や能力を、取り巻く環境と結び付けて
考えることができたからです。この結果、客観的に自分を分析す
ることができ、ぼんやりと将来像を描くことができました。
大変有意義な夏休みを過ごすことができたと思っています。

Chicago

夕食会

Quad Day
授業開始の1週間前から、Quadと呼ばれる大きな広場で様々なイ
ベントが開催されます。これらのイベントの主な趣旨は新入生歓迎で
す。 上の写真は、火を使ったパフォーマンスを披露してくれた時の
ものです。多くの学生が歓声を上げながら見物していました。
中の写真は、新入生をクラブ・サークルに勧誘するイベント“Quad
新入生歓迎イベント
day”です。約600以上の団体(勉強会クラブ、スポーツクラブ、
Sorority(女子学生クラブ)、Fraternity(男子学生クラブ)など)がそれぞ
れのブースを構え、多くの学生に登録をしてもらうために、道行く人
に声をかけていました。私も、ヨガクラブ、アメリカではポピュラー
なボランティアクラブ、様々な国の人が集まるInternational クラブ
に登録をしました。現在は、これらのクラブに定期的に参加し、英語
能力向上とともに友人の輪を広げています。
Quad day
下の写真は、Quadでヨガをしていた時の写真です。実際は、建物
の中で行うはずだったのですが、この日は多くの人が集まったので
Quadで行いました。多くの人が私たちを見ながら通過していくので、
少し恥ずかしかったです。
その他のクラブでの活動については、10月分の報告書に記載します。
Yoga Club
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授業 in UIUC
UIUC の授業開始から、1 カ月が経過しました。以下に現在履修している科目を記します。
・ESL114
・ESL 110
・EALC 250
・HIST 141
・MCB 100

Intro to Academic Writing
English Pronunciation for Academic Purposes
Intro to Japanese Culture
Western Civilization to 1660
Introductory Microbiology

以下にそれぞれの授業の内容について示します。
ESL114、ESL110 共に英語の授業です。ESL114 は、夏休み期間中に受験した Placement Test
(international students が受講しなければならない試験です。) の結果、必須科目でした。これは
大学のレポートを書く際に必要なスキル、Academic Writing を学ぶ科目です。授業の中では、良
い書き方、悪い書き方を示しながら丁寧にその方法を教授してくれます。また、2 週間に 1 度エッ
セイを書く課題等もあり、Writing スキル向上を目指す私にとっては大変良い授業です。一方の
ESL110 は、英語の発音を学ぶ科目です。Speaking 能力向上、また日常会話の中で、度々正しく
聞き取ってもらえないこともあるため履修をしています。授業では、様々なルールを学び、それを
帰宅後に個々で練習するという内容の授業です。
EAL250 は、日本文化を学ぶ授業です。留学目的の一つである海外から日本について考えること、
のヒントを得られると思い履修しました。また、IEI にいた時に日本のことをよく尋ねられたので
すが、上手く説明できず悔しい思いをした経験も履修した理由の一つです。授業は、講義 2 時間/
週、ディスカッション 1 時間/週です。
HIST141 は、1600 年以前の西洋文明を学ぶ授業です。これも EAL250 と同様に講義 2 時間/週、
ディスカッション 1 時間/週の授業です。履修した理由は、Reading/Writing 能力を向上させる良い
科目だと、IEI の先生に勧めていただいたからです。以前、IEI の Reading/Writing の先生に、こ
れらの能力を向上させるためにはどのような勉強をすればよいか質問したことがありました。先生
は、歴史の科目を履修するのが良いとアドバイスして下さり、かねてから興味のあった西洋文明を
選択しました。
MCB100 は、私の専門分野である分子生物学の基礎の講義です。アメリカの大学では、分子生物
学の基礎は、どんな内容なのだろうかという興味から履修しました。この授業は、講義 3 時間/週で
す。
左の写真は、HIST141 で、ギリシアとスパルタの戦い、ペロポネソ
ス戦争について教授が話をしていた時のものです。スパルタがどのよう
に軍隊を組織していたかを、再現してくれました。
現在は、毎日授業へ行き、勉強をすることが楽しいと感じています。
授業内容の詳細は次回の報告書に明記したいと思います。
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Life style
渡米後から現在まで、Daniels Hall という、主に Graduate
student のための寮のダブルルームに住んでいます。広々をし
た室内、冷暖房完備、家具など、大変快適な部屋だと思います。
寮の各階には RA(Resident Assistantｓ)という、何か問題があ
った時に相談に乗ってくれ、寮の様々なイベントを企画してく
れる人が住んでいます。寮費のことなど様々な質問や相談をし
たり、寮のイベントに参加したりしたので、彼らとも親しくな
りました。また、洗濯をしている時やミーティングルーム呼ば
れる共同スペースで勉強している時に親しくなった友人もいま
す。寮の中での生活も充実しています。
大学のキャンパス内にはファーストフード、レストラン、カ
フェはもちろんスーパーマーケット、コンビニエンスストアや
美容院が多く存在します。したがって、主にレストランを利用
したり、部屋で調理できるものを食べています。時には、友人
の住んでいる寮の dining で食事を摂っています。

U.S.A で有名なファミレス

Daniels Hall の部屋

8 月下旬から、朝、夜は肌寒く、昼間は暑いという天候が続いています。天候が変わりやすい時
なので、健康管理には十分気をつけたいと思います。
現在は、中間試験や大きなレポートを控えていますが、レポートの内容もユニークなもので楽し
く取り組んでいます。来月は、フットボールやバスケットボールの試合観戦、ハローウィンなどの
楽しみにしているイベントがたくさんあります。時間を効率良く使い、どんなことに対しても一生
懸命取り組んでいきたいと思います。
読んでいただきありがとうございました。これで 9 月までの報告とさせていただきます。
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