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特集【カリフォルニア留学セミナー】 
マーセッドカレッジ前副学長Dr. ニューインズによる 
カリフォルニア留学セミナーを開催致しました。 

 １０月２６日、２７日の二日間に渡り、カリフォルニア州立マーセッドカレッジ前副学長Ｄｒ．アン・
ニューインズが来日し、カリフォルニア留学セミナーを開催致しました。留学を希望する生徒や保護
者、高校関係者など多くの方々にご参加頂きました。 
 

 セミナーでは、カリフォルニアの州立大学システム・２年制大学の役割やメリット・４年制大学への
編入システム・マーセッドカレッジの留学生受入れ体制などについて解説を行いました。アメリカで
は一般的に行われている大学間の編入制度ですが日本ではあまり馴染みがなく、参加者の多くは
興味深く耳を傾けていました。 
 
□ ご参加頂いた学生や保護者からのコメント 
・ 高校卒業後すぐの留学には２年制大学からの方が安心できる。 
・ 留学環境を知ることができ、安心した。 
・ 留学後どうなるか、具体的なイメージを持つことができた。 
・ 留学したい気持ちがますます強くなった。 
 

 セミナー後には質疑応答の時間を設け、各自が持つ疑問点に答えながら意見交換を行い、実の
あるディスカッションを行うことができました。 
 
 Y.E.S. Japanではアメリカ留学に興味のある学生や保護者に向け、随時留学セミナーや相談会を
開催しています。ご興味のある方はY.E.S. JAPANまでお気軽にお問い合わせください。 

セミナーの様子 Dr.ニューインズと学生のディスカッション 
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特集【州立２年生大学への進学】 
カリフォルニア州立マーセッドカレッジの留学生とサポート体制。 

カリフォルニア州立マーセッドカレッジの副学長を務め、長年に渡り留学生の受入れとサポートに
携わったＤｒ．ニューインズに日本人留学生の印象や留学生のサポート体制、留学生にとって２年
生大学を選ぶメリットについて質問。 

Dr. Anne Newins 
（アン・ニューインズ） 
 

カリフォルニア州立マー
セッドカレッジの副学長を
務め、長年の留学生の
受入れやサポートに携わ
る。2013年に退任。 

■長年に渡りサポートした日本人留学生の印象 
 
：どのように留学生のサポートに携わっていましたか？ 
 

Ｄｒ．ニューインズ：私はマーセッドカレッジで８年間に渡
り留学生の受入れを担当していました。カレッジの副学
長として留学生プログラムの責任者を務めてきました。 
I worked as  an  international student recruiter for eight 
years. As the vice president of Merced College, I was 
responsible for  international program.  
 
：日本人留学生の印象について聞かせて下さい。 
 

Ｄｒ．ニューインズ：日本人留学生の印象として、彼らは
真面目な生徒であります。とても熱心に勉強し、外国の
文化を学ぶことに強い興味をもっています。そして彼ら
は楽しむことも大切にしています。 
My impression for Japanese student  is , I would say in 
general, most of them are serious  student. They study 
very hard and interested in learning about American 
cultures. Also they like to have  fun. 
 

彼らの多くは４年制大学へ編入するためにしっかりとし
た目標を設定し、それに向かって努力しています。 
Most of them  worked so hard to be able to transfer to 
four-year college and have  taking their goals very 
seriously.  
 

不真面目に見える学生でも、本当は真剣に努力してい
たと後で分かるということもよくありました。ファッションに
しか興味がないと思っていた学生が、実は大変努力して
いて４年制大学へ編入したということもありました。 
Some of the students who, on the surface, sometimes  
seem like  not serious and you find out later they really  
are.  There was a boy who all wanted to do was  fashion. 
He studied hard and transferred to four year college. 
 

そして、多くの日本人学生がとても優しい心の持ち主だ
ということです。 
Also , many of the students are very kindhearted. 
 

私は２０１１年の津波の後に彼らが多くの募金を集めた
ことを覚えています。学生たちは、裕福な都市ではない
マーセッドで７千ドルもの募金を集めました。その募金を
集めるために彼らは懸命でした。彼らがサンフランシス
コの日本人協会に招待されたことをとても誇りに思って
います。 
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I remember after the tsunami in 2011, they have the big 
fund raiser and  raised 7,000USD and it was a lot of 
money for town Merced which is not a rich place. They 
worked so hard to raise  that money and I was so proud 
that they were invited to go to Japanese council  to be 
recognized in the big reception in San Francisco.  
 

また、成績優秀者のグループで積極的に活動し、州の
チームに参加した日本人学生についてもとても印象に
残っています。日本人留学生は多くの学業での達成を
遂げています。 
I was very impressed with the students who were very 
active in the honor societies, and one of them went to 
the state team to participate. There are  a lot of 
academic successes. 
 
■留学生にとって２年生大学へ進学することのメリット 
 

：日本では２年制大学から４年制大学へ編入するという
ことが一般的ではなく、多くの留学を希望する生徒も４年
制大学への直接の入学を希望する傾向にあります。留
学生にとってマーセッドカレッジのような州立２年制大学
のメリットは何だと思いますか？ 
 

Ｄｒ．ニューインズ：留学生とって州立２年制大学に進学
するメリットとしてはまずストレスが少ないということが考
えられます。１クラスの人数も少なく、４年制大学に比べ
て競争のプレッシャーがそれほど大きくないと思います。
２年制大学は一般的にとても友好的なところです。アメリ
カでの生活にまだ慣れていない学生には良い環境だと
考えます。学校のコミュニティに参加しやすく、ホームス
テイも留学生には良いプログラムだと思います。 

I think  it is less stressful because the classes are smaller 
and you don’t  have  much pressure . There are so much 
competitions  in four-year college. I think usually very 
friendly places. It is easy to get involved in community 
and I think homestay programs are good for student.  
 

また、４年制大学と比較した場合の費用の違いも留学生
にとっての大きなメリットになると考えています。 
And then, financially. They are very good deal. 
 

私は学生が自分に合った学校を選ぶということが重要
だと考えます。留学先は学生に合った場所を選ぶべきだ
と思います。 
I think  it is important for student to pick the right college. 
It needs to be a good match. 
 

全ての学生にマーセッドカレッジのような環境が適して
いるということではなく、また全ての学生に大都市にある
学校が適しているということでもないと言えます。 
Not every student is going to like Merced but not every 
student is going to like schools in big cities  either. It has 
to be a right fit. 
 

■アメリカ留学を考えている方へ 
 

：将来、留学を考えている生徒にメッセージをお願いしま
す。 
 

Ｄｒ．ニューインズ：大学に入ったら宿題には前もって取り
組んでください（笑）。 留学先を決定する時、マーセッド 
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アメリカ、カリフォルニア州
サンディエゴに本社を置き、
州立大学付属英語学校の
運営や大学のホームステ
イサービスを手掛ける。独
自の留学プログラムで多く
の留学生をサポートする。 

青柳 悠 
青山学院大野球部
卒。コネチカット州
立大学を経て、
ニューヨークで5年

間勤務。現在はサ
マーリーグチーム
やプロ選手のマ
ネージメントを手掛
ける。 

今井 裕之 
サンディエゴ州立
大学卒（修士）。
専門商社、外資
系部品メーカーな
どを経て現職。 

Y.E.S. ESL International JAPAN 

アメリカ留学への第一歩。 
春の渡米に向けてまだ間に合うTOEFL対策(初回無料)。 

Y.E.S. Japanオフィスでは留学を目指す学生に向け、TOEFL対策講座を開催しています。多くの州立

２年制大学ではペーパーベースのＴＯＥＦＬ（ＩＴＰ）を入学基準として採用しています。２０１４年春の
渡米前に留学生の第一の難関となるTOEFL対策を短期集中で行います。留学前に理解しておきた
い方、基礎英語力アップを目指す方にお勧めのコースです。TOEFL講座は初回参加無料です。 

・ TOEFL(ITP)ペーパーベーステスト 
 
   1) リスニングセクション[50問・所要時間：約35分] 
   2) ストラクチャーセクション[40問・所要時間：25分] 
   3) リーディングセクション[50問・所要時間・55分] 
 
・ 解説クラスの実施 
   ストラクチャーセクションを中心とした解説とスコアアップ対策のクラスを実施致します。 
 
詳細はinfo@yeseslinternational.com(担当今井)まで お気軽にお問い合わせください。 
 

カレッジを留学先として選んで貰えれば大変嬉しいです
が、サポートがしっかりしていることや気にかけてくれる
スタッフがいることなど単純に数字では比較できない面
が大切だと考えています。 
I think that they need to do their homework in advance. 
When they are researching colleges, they should  decide 
on the college, we hope it will be Merced College, where  
they can get a lot of support and  somebody cares about 
them. Not just a number.  
 

そして前もって計画を立てることが重要であると考えて
います。 
I think the plan ahead will be good for them. 
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