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最も苦しく最も楽しかった

カリフォルニア大学
デイビス校での一年
「これまで生きてきた中で最高の一年だったね。」日本へ向

福重美香

かう飛行機で交わされた会話の一部である。私は本学の

東京理科大学

プログラムを利用して2年次にカリフォルニア大学デイビス

基礎工学部生物工学科

校に一年間留学した。そのときの経験を書き記したい。

留学期間：平成26年3月末～平成27年3月末

ンゲートブリッジや見たこともない大きさの巨大
なトラックを眺めながら、今後の生活に胸を躍ら
せた。2時間ほど進みデイビスに到着した。語学
学校で降ろされ、ホストファミリーと対面した。
フィリピン系の5人家族にお世話になることに
なった。

留学を決意するまで
自分は海外でどの程度通用するだろうか。自
らを日本とは異なる地に置き、自分を試してみた
い、とかねてから思っていた。

私が本留学プログラムを初めて意識したのは
入学してすぐに行われたガイダンスであった。私
は中高生のころから長期留学にあこがれを抱
いており、迷うことなくネイティブの先生のところ
へ話を聞きに行った。

語学学校
語学学校では平日朝9時ごろから夕方4時
頃まで授業を受けた。

私がまず行ったのは夏休みのシドニー１か月
留学であった。これまで旅行程度の海外経験し
かなかった私はその夏に大きな衝撃を受けた。
母国語に関係なく英語を通じて交流できる、英
語は世界中の人々をつなぐツールであるという
ことに気付かされた。英語を用いたコミュニケー
ション能力を向上させるぞ、と強く決意した瞬間
だった。

授業は対話形式が基本で、英語力だけでな
く発想力や独創性も鍛えられるものであった。
例えば文法の授業では、新たに学んだ文法を
使って自分で文章を考えることが要求された。
問題によっては、先生の口から発せられ、そのま
ま学生が紙やペンを使うことなしに口で答える
といった方法も行われた。この授業により会話
の上で必須の英語の瞬発力が多いに鍛えられ
たと感じた。

帰国後、本プログラムに応募し、審査に通り、
晴れてアメリカへの切符をつかんだ。

そのほかに作文の授業も興味深く、英語で作
文する能力だけでなく、批評文など論文作成法
を学ぶことができた。

準備そして渡米
3月末日、不安な気持ちとワクワクする気持ち
を胸に、成田からサンフランシスコへ向け飛び
立った。空港からシャトルバスに乗り、ゴールデ

このように語学学校の授業は英語力だけで
なく、コミュニケーションに役立つ能力やアメリ
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カリフォルニア大学デイビス校。右は語学学校の写真。

カの大学で役立つ能力などを伸ばすように組ま
れていた。

すべて英語が用いられた。
夏学期は特殊で前半と後半に分けられ、合
計3科目履修することになっていた。本プログラ
ムでは単位互換が行われるため、現地でも私の
専攻である生物工学に関係した授業を履修し
た。学科主任の先生と相談した結果、夏学期前
半には生物学と有機化学の授業をとることに決
めた。

授業外でも数多くの出会いがあった。アフリ
カや中東、ヨーロッパやアジア、南米など世界各
地から集まる学生と交流した。

TOEFLの壁
語学学校の授業を活かしながら、キャンパス
での授業を受けるために必要なTOEFLの点を
獲得することを目指した。受験機会は2回与え
られるが、それまでに獲得しないと単位不足で
留年が決まるという厳しい状況にあった。

衝撃だったのは、先生がきれいな英語を話
し、書くとは限らないということである。これまで
リスニングのCDや英会話の先生から聞いてい
た英語は英語学習者のためのものであり、聞き
取りやすいということに初めて気付かされた。板
書も読み取りやすいように書かれていたが、キャ
ンパスの授業では乱れた筆記体を書かれ、読
み取れないことがしばしばあった。

最善を尽くしたものの最初の5月の試験では
点数が不足し、6月に再挑戦することになった。
後がなく、留年の二文字が頭を占拠し、追い詰
められていたが、なんとか必要点数を獲得した。
メールで結果を知らされたときは思わず叫び、
10歳のホストブラザーに報告、二人でリビング
を走り回って喜んだ。その後帰宅したホストマ
ザーも大喜びし、大きく抱きしめてくれた。その
日の晩はステーキ店でフルコースをごちそうに
なり、この上なく幸せな一日となった。

授業開始とともに直面した問題は化学・生物
関連の英単語を知らなすぎるということであっ
た。例えば、酸素は光合成により生成されるとい
うような基礎中の基礎の文章の書き方さえも知
らなかった。ただ実際にテストを受け、答案が返
却されると面白いことに気が付いた。先生は採
点する際に、知識レベルを確認するだけで、英
語に関しては無関心であるということである。

キャンパスで迎える夏学期

これまでは英作文を提出すれば文法的に間
違えたところに赤ペンでチェックが入るというこ
とが当たり前と感じていたが、キャンパスの授業

6月の後半から夏学期がはじまり、現地の学
生と同じ授業を受ける生活が始まった。クラスメ
イトも先生も外国人、テキストや授業、テストも
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ではそういったことは一切ない。英語は伝える
手段に過ぎず、先生は私が記述したことを最大
限に読み取ろうとし、発言したときにはどうにか
意図をくみ取ろうとしてくれるのだ。

り、急に忙しくなった。印象に残っている授業は
遺伝学である。この授業には30人程度のクラス
メイトに向けて、学生がペアで宿題の問題を解
説するというものがあった。大勢のネイティブス
ピーカーを前に、つたない英語力しかもたない
私が解説するということが可能なのかはじめは
不安だった。しかし、いざやってみると無事解説
でき、先生からOKが出た時はほっと安心したの
を覚えている。

このことに気づいてからは、伝えるということ
に重きを置き、語学に関して引け目を感じること
なく授業に挑めるようになったのだった。発言や
質問をする抵抗も一週間もしないうちに薄れて
いった。
有機化学の授業は活発な議論がおこなわれ
た。200人程が履修し、大講義室で行われるな
か、最後部に座る学生までもが発言するのであ
る。先生が問題提議することもあれば、学生が
質問することもあった。それに対して、先生は複
数の学生に意見を求め、それを深めていく。日
本とはあまりに違う講義スタイルに愕然とした。
アメリカ式の授業により得られるものは底知れ
ないと感じると同時に、日本はこのままでは国
際競争についていけない、変わらなくてはいけ
ないと強く感じた。はじめの頃は聞き取りミスも
あり、小テストの存在に気づかず無対策で受け
るといったハプニングもあった。

絶望の冬学期
冬学期は正直かなりつらい時期となった。履
修した3科目中2科目が大変難しく、まったくつ
いていけないレベルの内容だったのである。そ
れは発生学とウイルス学であった。どちらも3、4
年生向けに作られた授業であったが、単位互換
のためには必要で履修することになった。
発生学には2回の中間テストと期末テストが
あった。平均点は7割程度にもかかわらず、私は
一回目の中間テストで4割弱しか得点できな
かった。これはまずいと思い、必死に勉強して挑
んだ二回目の中間テストでも、獲得できたのは
わずか4割強。このままでは確実に単位を落とし
てしまう。留年という二文字を再び脳裏に浮か
ばせながら、先生にアドバイスを求めにいった。

有機化学では週に2回の小テスト、2回の中
間テストと期末テストが行われ、生物学には毎
週の小テストと期末テストが行われた。これら全
てがわずか5週間のうちに行われ、無我夢中で
取り組むうちに無事単位を取得できた。

緊張して向かった教授室では、先生が一枚
の紙を印刷して待っていた。そこにはあと何点と
れば単位が取れるか、さらに何点取れば一つ上
の評点が取れるかが明確に示されていた。その
クリアなシステムに感動しながらも、数字を見つ
めながら、絶対に単位をとる、と決意した。

夏学期後半では有機化学の続編の授業を
履修した。その授業には週に一回の化学実験も
含まれた。実習書は事前に渡されていたが、読
んでもよくイメージが掴めなかった。というのも、
実験器具の英単語を一切知らなかったためで
ある。フラスコ、試験管、漏斗といった基本器具
の名前さえわからず実験は苦労した。ペアの人
が親切で実験中やレポート作成時に大いに助
けられた。授業は続編ということもあり難しく、暗
記量も膨大であったが単位は取れた。

教科書を読みこむようアドバイスされたため、
それから厚さ4 cmの本を最大限読みこんだ。オ
フィスアワーと呼ばれる、学生が先生に質問で
きる時間に毎回出席し、積極的に参加した。は
じめは授業の意味がさっぱり分からず、どうなる
かと思った発生学であったが、猛勉強をするう
ちに面白さに気づくことができ、結果的に単位
も取得することができた。

急に忙しくなった秋学期
秋学期からは一度に3科目履修することにな

一方のウイルス学も常に追い込まれた状況
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サンクスギビングデーにハウスメイトや
友達と食事をした時の様子

だった。毎週Web上で受ける小テストがあり、資
料参照可で選択問題が中心のものだった。そ
れにもかかわらず平均得点率は3～4割。毎回
対策しても全く上がらず、絶望を感じていた。授
業はパワーポイントを使って行われるもので、週
に200枚以上のスライドが使用された。どのス
ライドにもぎっしりと英語が書かれており、読み
通すだけでも何時間もかかった。

た。思わず感動の涙がこぼれた。単位が取れた
ことだけでなく、素敵な先生と出会えたことに大
きな喜びを感じた。

この授業にも2回の中間テストと期末テスト
があった。1回目の中間テストでまったく得点で
きず、教授室に相談に行った。教授の机にある
モニターには、私の名前と「Ｆ」、すなわち不合格
の文字が映し出されていた。先生からどこから
来たのか、どうやって勉強しているのか、何がわ
からないのかなどと優しく聞かれた。答えている
うちに思わず涙がこみ上げた。先生は「こんなも
のしかなくてすまない」と言いながら、そこにあっ
たキムタオルのような紙ナプキンを渡され、私は
それで涙をぬぐった。

キャンパスライフ

こうしてアメリカで履修した授業、すべてにお
いて単位取得できた。この経験を通じて私は、ど
んなに困難な課題でも乗り越えることができる、
という大きな自信を得ることができた。

キャンパスを徒歩で横断・縦断したら、それぞ
れ１時間かかるであろう程の広大な敷地には、
さまざまな施設があった。牛や馬が育てられて
いる牧場があった。そこで育てられた牛が食用
に販売されていた。その牛ガラ か ら作られ た
スープを用いたベトナム料理フォーをベトナム
人の友人宅でごちそうになったが、大変おいし
かった。

UC Davisはワインの研究が盛んで、ブドウ畑
も広がっていた。キャンパス内に川が流れ、緑豊
かなキャンパスだった。キャンパスの学食は、ピ
ザやマフィンなどは200円程度で安かった。ラン
チになるものを食べようとすると700～1000円
かかってしまい高かったが味はどれもおいし
かった。

そこから残された小テスト、中間テストの2回
目、期末テストに向けてウイルス学漬けの日々を
送った。まったく得点できなかった小テストは最
終回でようやく平均点を超えた。残されたテスト
も奇跡的に平均点以上をとることができた。後
日先生から「グッジョブ、厳しい状況に陥っても
諦めなかったことに君は誇りを持つべきだ。君の
努力は結果に現れたよ。」というメールが届い

学生が自由に過ごせるラウンジなどのスペー
スが多く、常にキャンパスは学生であふれてい
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求めて9月からシェアハウスに引っ越すことに決
めた。別れるときにはホストマザーと強く抱きし
めあった。彼女は泣いており、私もとても別れが
苦しくなった。

シェアハウスでの生活
シェアハウスを探す際に利用したのが
Facebookである。Facebook上にUC Davis
の学生だけが登録できるページがあり、そこに
ハウジングと呼ばれる部屋を貸したい人、借り
たい人が集うコミュニティがあった。わたしはそ
こで見つけた家に思い切って飛び込んでみるこ
とにした。

シェアハウスをしていた家のリビングルーム

た。図書館も複数あり、とても広く、所蔵図書も
多かった。図書館の横には24時間空いている
勉強スペースがあり、時間を問わず多くの学生
が勉強していた。

そうしてチリ人2人、ブラジル人、メキシコ人と
の共同生活が始まった。友人から家具を譲り受
けたり、Facebook上の学生同士の製品売買の
ページを利用して家具をそろえたり、車を出して
もらいIKEAに買い出しに行ったりもした。

体育館は学生ならば自由に無料で使え、ス
ポーツやトレーニングに励む学生がたくさんい
た。私はballroomダンスクラブに所属し、社交
ダンスのようなダンスも体験した。そういったと
ころからも交友関係は広がった。

私はこの引っ越しを機に自炊を始めた。アメリ
カのスーパーでの買い物は楽しかった。スー
パーには、激安だが品揃えが悪い店、値段は高
めだが多岐にわたる食品を扱う店など特色があ
り面白かった。賞味期限切れの食品の販売も平
然と行われており、10日ほど期限を過ぎたハム
や、半年過ぎたチョコレートなどが売られていた
ことには驚いた。パッケージに穴が開いてしま
い、水が外にこぼれた状態のハムまで売られて
いて面白かった。

アメリカでのホームステイ生活
お世話になったフィリピン人の家族の家は、
一カ月半で去ることにした。巨大スーパーでの
買い物や現地の子ども会に同席させてくれるな
ど、大変親切にしてくれた。ただ食事や価値観
が合わず、離れることに決めた。
5月からはアメリカ人の家族にお世話になっ
た。ホストマザーがおしゃべり大好きな方で、多
くのコミュニケーションをとれた。一緒に料理や
お菓子作り、毎週DVDを鑑賞、映画館や買い
物のためにお出かけすることもあった。

デイビスにはアジアンスーパーがあり、日本
のお菓子や食材、調味料が手に入ったのはあり
がたかった。ハウスメイトはアメリカ滞在歴が長
く、ネイティブ並みの語学力を持っていた。シェ
アハウスの仲間は良い人ばかりでとても仲良く
なれた。

飛行機が空を飛び回るスカイショーや、70～
80年代の車が並ぶクラシックカーのお祭りにも
連れて行ってくれた。職場の牧場に連れて行っ
てもらい、動物との触れ合いやキャンプファイ
アーも楽しんだ。ホストの友人が消防士で消防
署の見学もした。子供のいるアメリカの家庭の
日常を体験できたと思う。

お互いの国の料理を披露し合ったのは面白
かった。ハウスメイトは私が披露した餃子を気に
入ったようで、実家に帰った際に、家族に餃子を
ふるまったとの報告を写真とともに受け、大変う
れしく思った。その他にハウスメイトが真夜中に
ピザやポテトを焼きだすなどアメリカンライフを
体験した。

充実した生活を送れていたが、新たな環境を
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ハイキングした山の頂上からの眺め

アメリカのお祭りには定番の移動式遊園地の様子

ハウスメイトの友達とも仲良くなれ、一緒に
パーティをしたり映画を観たり、学生らしい遊び
を楽しめた。運動をしようといって映像系のエク
ササイズをともに行ったりもした。
ハウスメイトとは掃除当番を決め、定期的に
家を掃除した。ホームステイ時代には自分の部
屋を片付ける程度だったので、はじめは戸惑っ
たものの、アメリカの洗剤や掃除用品、掃除の
仕方について体験できて面白かった。
シェアハウスではメンバーの入れ替えもあり、
チリ、モンゴル、メキシコ、ブラジル、スリランカ、
中国、アメリカからの友人と共同生活を送ること
ができた。

しんだ。ほかにも3000メートル近い山を登りに
行ったり、温泉の噴き出す火山でハイキングを
したりして過ごした。

ハウスメイトには感謝してもしきれない。夜な
夜なリビングで一緒に勉強したり、学校生活や
恋の話をしたり、放課後に出かけたり、数えきれ
ないほどの思い出がある。絶対にまた会いに行
くと強く心に決めている。

帰国前日も片道4時間のところにある山まで
ハイキングをしに行った。ボートで川下りをする
ラフティングも2回体験した。水泳スキルのテス
トを突破し、難易度の高いラフティングに挑戦し
た。そうして3メートルの落差のある滝を下るな
ど激流下りを楽しんだ。

放課後や休日の過ごし方

カリフォルニア州のお祭りであるState Fair
が州都であるサクラメントで行われたときは、遊
びに行った。そこでは移動式アトラクションを用
いた一時的な遊園地や奇想天外なアメリカン
フードが楽しめた。

現地で出会った友人とはたくさんの素敵な時
間を過ごした。世界遺産に登録されているヨセ
ミテ国立公園ではキャンプをした。テントと寝袋
を用いて夜空の下で一晩過ごした。炭火でバー
ベキューを楽しんだり、ハイキングをしたりして楽

アトラクションは日本では見たことのないも
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のばかりでとても刺激的だった。食べ物で驚い
たのはドーナツハンバーガーである。クリスピー
クリームドーナツの砂糖掛けのふわふわドーナ
ツで野菜や肉を挟んだものであった。また、チョ
コレートがけベーコンにも驚いた。オレオやチー
ズケーキ、キットカットといったあらゆるお菓子の
天ぷらも衝撃的だった。

留学を経て感じたこと
短期留学をしたことと比べると「一年」留学を
したことによるメリットを感じた。まずアメリカのあ
らゆる年間行事を体験できたことは大変有意義
だったと思う。独立記念日やサンクスギビング
デーといったホリデーや大学のお祭りなどを通
じてアメリカの文化を思い切り楽しめた。加えて
深い友人関係は一年いたことで築くことができ
たと感じている。一か月の交流では得られない
心のつながりを持つことができたと思う。

コーンメイズという巨大トウモロコシ迷路も体
験した。これはデイビスの隣町にある大きさ24
万㎡でギネス記録に登録されたトウモロコシ畑
の間をさまよう迷路である。出るまでに3時間か
かったが、友人や町の人との交流を深められ楽
しかった。

日本人の多くは型にはまって生きているよう
に感じた。私自身、流されるままに高校、大学へ
進み、プログラムがあったために留学という道を
選んだ。それに対して外国人は大きなビジョン
がありそれにむけて貪欲に突き進む人が多いと
感じた。

週末にはサンフランシスコやバークレー、サン
タクルーズやサンノゼへ、友人に何度も車で連
れて行ってもらった。
長期休暇にはカリフォルニアを飛び出し旅行
を楽しんだ。シアトル、ロサンゼルス、ラスベガ
ス、グランドキャニオン、ニューヨークなど各地を
楽しんだ。アメリカは広大で、最先端をいく町も
大自然もどちらも共存する国だと感じた。

例えば、語学学校で出会った仲間には大学
に合格し、学士をとったら帰る、そして母国でビ
ジネスをするというような目標を持っている人が
多かった。また、友人の中には助教授をやってい
たが、出演したTED Talkによりヘッドハンティ
ングされ転職をした人もいた。話を聞くとよりよ
い職を見つけてまた転職をする予定らしい。ほ
かにも大学を卒業したら旅行をして、そのあとか
ら職を探すというような自由な生き方をする人
が多かった。

放課後には友人の家や自分の家でパーティ
をした。台湾人の友人が企画した台湾鍋のパー
ティは面白かった。牛ベースのたれにピーナッツ
バターや醤油などを混ぜたものに野菜や肉をつ
けて食べる料理はこれまでに食べたことのない
味わいで大変おいしかった。

留学を経験するとアクティブになって帰国す
る人が多いと言われるが、私もその一人である
と感じている。留学生活というのは積極的に行
動しなくては何も始まらないものだと思う。

デイビスのダウンタウンにはレストランがたく
さんあり、各国の料理を楽しんだ。日本料理とし
ては寿司ビュッフェが人気だった。お寿司の食
べ放題が1500円～2500円程度で楽しめ、友
人とよく通った。生魚がのったお寿司よりも、寿
司ロールと呼ばれるものが人気だった。巻きず
しに天ぷら、肉や魚、アボカド、クルミ、唐辛子な
ど日本人からすれば謎の食材が美しく巻かれ
たものである。巻終わった後に丸ごと天ぷらに
するもの、チーズをかけてオーブンで焼かれたも
のなど面白いアイディアにあふれていた。

隣町に出かけ、カフェの店員におすすめを聞
き、世間話をする。授業の理解のために学生同
士で形成されたスタディグループに自ら参加す
る。友達のお誘いは基本的に全部出向く。そう
いった日々の能動的な活動が留学した人々に
活発さを与えるのではないだろうかと思う。自分
の道は自分で切り開く大切さを身に染みて感じ
た。
日本人は内向き志向と言われるが、私は留
学を通してそれを痛感した。留学している日本
人は他国に比べて大変少ない。留学している人
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も語学学校に通うまでで、キャンパスには挑戦
しない人ばかりである。キャンパスで授業をとっ
ている人も国際関係の専攻の人ばかりであっ
た。

るのは困難であると感じた。
国民的キャラクターや有名な童話、事件など
の知識や、ジョークや言い回しといった言葉の
使い方はその地で生まれ育たなければ習得す
るのは厳しいのではないかと思う。加えて、英語
力とコミュニケーション能力というのは無関係
であると強く感じた。現地では英語をうまくしゃ
べれなくても周りから慕われる人を大勢見た。結
局は人柄や人間性が重要であると思った。

さらに言えば理系の日本人留学生はほぼ皆
無だった。他国からアメリカに留学している人の
専攻は多岐にわたっている。私自身、専攻分野
を英語で学べたことはとても有意義であったと
感じている。
グローバル化が進む中で、このままでは日本
は本格的に衰退してしまうのではないだろうか。
日本では人口減少が叫ばれるが、そもそも個々
人の能力も下がってしまうと感じた。日本経済を
長期的によくするために、もっと多くの学生が世
界に目を向け、それを社会に還元してほしいと
強く願っている。私は留学を通じて日本を支え
たい、成長させたい、より強くしたいという気持
ちを抱くようになった。

とはいえ、TOEICの点数でいえば300点近く
伸び、誰とでもコミュニケーションをとれるだけ
の力は獲得できたことに私は大いに誇りに感じ
ている。

強く感じたこと
留学生活を経て強く感じたのは自分の弱さと
人のやさしさであった。厳しい状況に陥ると、い
つも気にかけてくれる家族をはじめ、日本から連
絡をくれる友人、アメリカでお世話になったたく
さんの友人のやさしさに頼ってばかりであった。
徹夜で勉強していた際に、朝ご飯にハウスメイト
が焼いてくれたパンケーキの味は格別で今でも
忘れられない。壁にぶつかるたびに愚痴を聞い
て励ましてくれた友人なしには、全単位取得は
成し得なかった。多くの人の支えにより、私の一
年間は成り立っていた。このことには感謝の気
持ちでいっぱいである。

英語力に関して
膨大なページの教科書を見続けたおかげか、
読む力が特に上がったと感じている。しゃべる力
も伸ばせたと思う。渡米したころはしゃべりたい
ことを英語でどのように言うか考えることに時間
がかかっていた。そのころと帰国時を比べると、
言いたいことがだいぶ短時間で口から出るよう
になったと思う。
渡米から半年ほど経ったころ、アメリカに来た
ばかりの中国人留学生から、「日本語を頭の中
で英語に翻訳してしゃべっているの？」と聞かれ
た。そういったことはしていないので、感覚で
しゃべることができるようになったのではないか
と嬉しく思ったのを覚えている。

終わりに
留学の機会を与えてくださり、日本から常に
支えてくださった理科大関係者の皆様に感謝し
ている。私は留学を経て世界を基準に物事を考
えることを知った。それにより視野が広がり、考
え方が広がった。世界中で暮らすたくさんの友
人と無数の思い出ができた。

しかし、聞き取りはまだまだ課題が多い。話し
手のテンションが高ければ高いほど早口にな
る。そういった盛り上がった状態ほど聞き取れな
い、話し手が伝えたいときに理解できない、とい
うのは大変悔しかった。

私はこのような経験をする学生が増えること
を強く願っている。さあ、みなさんも「最高の一
年」を体験しに海外へ飛び出してみませんか。

一年留学を経て、ネイティブと円滑に会話で
きるようになるには一年ではまったく足りないと
いうことを痛感した。また、文化的な面を体得す
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