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特集【野球留学】 
カリフォルニア州立マーセッド大学野球部 

永冨翔太君が優秀選手賞を受賞（リーグ戦全38試合出場打率.317、33得点、13盗塁） 

２０１３年シーズン、マーセッド大学野球部で主力外野手として活躍し、野球の盛んなカリフォルニ
ア州でもハイレベルなセントラルバレー・カンファレンスでリーグの優秀選手賞を受賞しベストナイン
に選ばれた永冨君に２０１３年春学期の野球、勉強についてインタビュー。 
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■野球と学業の両立 
：最初の学期、シーズンを振り返っての感想を聞かせて
下さい。 
 
永冨君：一番大変だったのは勉強と野球の両立です。
最初の学期ということで授業もレギュラーシーズンも初
めて、どうすれば良いのか、どのように進んでいくのか
分からないままのスタートしたという感じでした。 
 
：両立するために心掛けたことは何ですか？ 
 
永冨君：オフィスアワー¹を積極的に活用するようにし、分
からないところはすぐに先生に質問するようにしました。
すると勉強の効率も上がり、学期の後半にはテストの点
数も上がってきました。履修した授業は全て単位をとる
ことができました。 
¹先生が学生の質問を受けるためにオフィスを開放する時間 

■野球部での活躍 
：好成績を残せた最初のシーズン全体を振返って良かっ
た所は何ですか？ 
 
永冨君：一番良かった点は全試合出場（38試合）と打率
３割というシーズン前の目標を達成できたところです。 
 
：日本との違いを感じた所は何ですか？ 
 
永冨君：戸惑ったのはストライクゾーンです。こっちは外 

角のストライクゾーンを日本より広くとります。ピッチャーの
違いでいうと、こちらのピッチャーのストレートはきれいに
回転してなく、微妙に動いて打ち難かったです。 
また背の高いピッチャーが投げ下ろす縦のスライダーには
苦労しました。 
 
：そこはどのように対応しましたか？ 
 
永冨君：タイミングのとり易いものにバッティングフォームを
変えました。シーズン途中に２割近くまで落ちてきた打率も
それからまた上がってきました。 

永冨 翔太君 
2012年日本大学明誠高校   
          （山梨県）卒 
2012年マーセッド大学に入学し
野球部に所属。2013年シーズン
でリーグ戦全38試合に出場し、
打率.317、33得点、13盗塁の成

績を残し、優秀選手としてカリ
フォルニア州コミュニティーカレッ
ジ学生スポーツ連盟（CCCA）から

表彰を受けた。またリーグのベ
ストナインにあたるゴールドグラ
ブ賞も受賞した。 

永冨君の学期中のスケジュール 

AM PM 夜 

月、水、金 
試合のない日 

8:00~12:50 
授業 

13：30~17：00 
練習 

19：00 
帰宅し勉強 

火 
ホームゲーム 

9:00~11:00 
授業 

14:00~ 
試合 

18:00 
帰宅し勉強 

木 
遠征 

9:30 
学校に集合して遠征へ 

18:00 
帰宅し勉強 

土 終日：試合 18:00 
帰宅し勉強 

日 休養日（勉強と自主練習） 
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：来シーズンの目標は何ですか？ 
 
永冨君：まず三振の数を減らすことです。１、２番を任さ
れていたのでコーチから三振はするなと言われていまし
た。三振はもっと減らせていたと思います。来シーズンま
でにカットの技術を上げて三振を減らしたいです。 
 それと全試合出場、打率3割5分、盗塁20個を目標とし
ています。先シーズンは変化球のタイミングがうまく取れ
ず、甘い変化球でも見逃していました。これらの課題が
克服できれば打率も目標の3割5分達成も難しくないと
思ってます。 
 
 盗塁も先シーズン序盤はあまり走れなかったのですが、
実戦練習でアピールできたので、中盤以降コーチからは
「行けるときは行っていい」と言われました。シーズンの
最初から走っていけば２０個は走れると思います。 
 

 永冨君が学期中にお世話になっている野球好きのホスト
マザーは大学での試合を毎回観戦に訪れ、永冨君の写真
を撮っていたとのこと。作成してくれたフォトブックを「日本
のお婆ちゃんへ」と永冨君にプレゼントしてくれたとのこと。 
 永冨君は夏の間サマーリーグチーム、サムライ・サンディ
エゴでプレーし来季に向けての課題克服のために野球と
向き合う（www.samuraisandeigo.org) 
 

特集【野球留学】 
秋からの大学入学に向けて 
：ギャップタームに英語学校とサマーリーグを活用し新学期に備える 

２０１３年３月に桐蔭学園を卒業した大久保君は秋からマーセッド大学に進学予定。３月末に渡米
し、大学が始まるまでの期間を英語学校とサマーリーグにあて、新学期への準備調整。 

：野球留学を決断したきっかけを教えて下さい。 
 
大久保君：兄¹がマーセッド大学の野球部でプレーをして
いました。その影響で自分も留学しようと決意しました。 
野球のレベルも高く、勉強も大変だと聞いていましたが
挑戦することに決めました。 
 
：高校卒業からのスケジュールを教えて下さい。 
 
大久保君：3月に渡米し、最初はサンディエゴでホームス
テイをしながら英語学校に通っています。6月末から始ま
るサマーリーグのサムライ・サンディエゴでプレーし、
リーグ終了後の7月末にマーセッドに移って8月末からの
新学期に備えます。 

¹大久保裕貴（現石川ミリオンスターズ） マーセッド大学出身 

大久保 元貴君  
2013年桐蔭学園高校   
        （神奈川県）卒 
2013年9月からマーセッド大学へ
進学する。3月に渡米し英語学校

に通いながら地元のリーグでプ
レー。6月末からはサマーリーグ

チーム、サムライ・サンディエゴに
参加、多くの実戦をこなし、試合感
覚を戻しながら新学期への準備を
整える。 

：現在のスケジュールを教えて下さい。 
 
大久保君：アメリカに来てからは英語学校に通いながら 
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：サマーリーグについて聞かせて下さい。 
 
大久保君：高校で部活を7月に引退し、実戦経験が不足
しているので、サマーリーグで試合感覚を取り戻してい
きたいと考えています。１か月で20試合以上経験できる
サムライ・サンディエゴはとてもいいチャンスです。 
  
 同世代のアメリカ人選手との混合チームなので刺激に
もなります。アメリカ人選手も日本人選手とコミュニケー
ションをとろうと簡単な日本語を使おうとしたりいい雰囲
気でプレーしています。 
 サムライ・サンディエゴのアメリカ人選手は普段は大学
でプレーしている選手もいてレベルが高いです。 
 
：サマーリーグでの目標について聞かせて下さい。 
 
大久保君：兄もこのサマーリーグでプレーし結果を残し
ているので、自分も兄以上の成績を残したいと考えてい
ます。 
 
：サマーリーグで取り組みたい課題について聞かせ下さ
い。 
 
大久保君：守備面の強化に取り組みたいと思います。ア
メリカ人ピッチャーのボールは回転がきれいでないので
手元で微妙に動きます。それに合わせたキャッチングを
身に着けたいです。リード面でも、早くコミュニケーション
に慣れ日本人投手をリードしているのと同じようにリード
できるようになりたいです。 
 

ウェイトトレーニングを中心とした自主トレをし、週に1回
地元のリーグでプレーしています。 
 自分はキャッチャーなので、アメリカ人ピッチャーとのコ
ミュニケーションが大切だと思っていたので、早くアメリカ
に渡り英語力を上達させたいと考えていました。 
 
：英語の上達はどのように実感していますか？ 
 
大久保君：最初の１か月は何を言っているのか全く分か
らなかったのですが、徐々にリスニングはできるように
なってきました。 
 
：野球でのコミュニケーションはどうですか？ 
 
大久保君：プレー中のピッチャーとのやりとりは日常生
活の会話より難しいと感じています。投げたいコースや
ピッチャーの主張を理解するのに苦労しています。3か
月くらいたってピッチャーの要求を理解し、自分の考えを
何とか伝えられるようになってきました。他のプレー中の
コミュニケーションも瞬時の判断が要求されるので難し
いです。 
 
：英語学校について教えて下さい？ 
 
大久保君：自分が通っている学校は会話を重視しており、
楽しく学ばせるという感じで学校はとても楽しいです。 
 
 

3月後半 

 

•高校卒業後
すぐに渡米 

•サンディエゴ
でホームス
テイをして英
語学校に通
う 

•自主トレをし
ながら地元
のリーグに
参加 

6月後半 

 

•昼は英語学
校に通う 

•夕方と週末
はサマー
リーグに参
加（1か月で
約25試合を
こなす） 

7月後半 

 

•サマーリー
グ終了後
マーセッド
に移り、新
学期に備え
る 

 

8月後半 

 

•マーセッド大
学の新学期
開始 

•野球部の練
習スタート 

•春学期の
リーグ戦で
の登録選手
を目指す 

大久保君の高校卒業後のスケジュール 
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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 

：これからの目標について聞かせて下さい。 
 
大久保君：マーセッド大学でリーグ戦のロースター（出
場選手登録枠）に必ず入りたいです。そして兄を超え
る成績を残したいです。 

■一般的な野球留学のスケジュール 
       （マーセッド大学の場合） 
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