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Colorado College Academic Program (CCAP)

コロラドカレッジ 短期留学プログラム特集
創立者ヴォーリズ先生の出身校の Colorado College (アメリカ・コロラド州) において実施する新しい留学
プログラムです。その第一期生12名が、2名の教員（谷口毅教諭・アンドリュー・スミス教諭）に引率されて、
7月5日（水）から22日（土）、コロラドカレッジの寮に宿泊し、研修に参加しました。従来の短期留学よりもさ
らに「英語習得」と興味のあることの「研究」に特化した高校生対象の「集中英語学習」プログラムです。引
率の谷口先生の報告と参加者のレポートから5つを選び紹介します。

これからの強み
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私はアメリカに行って、特に二つのことを身につ
けられたと思います。
一つ目は人に話しかける勇気です。私はもともと
英語に自信がなく現地の人にどう思われるかがとて
も不安でした。しかし、現地の人は快く私のインタ
ビューに答えてくださってとても自信が持てまし
た。それは日本に帰ってきてからも役に立っていま
す。例えば留学生の人と話す時です。留学生の人に
自分から進んで話しかけ、会話を楽しめるようにな
りました。
二つめは英
語を理解する
のが早くなっ
たことです。
アメリカに行
く前やアメリ
カで授業を受
け始めた時
は、速い英語
に慣れていな
くて、いつも友達に意味を聞いていました。しかし、
英語で授業を受けたことで、話がダイレクトに頭に
入ってくるようになりました。また、私は友達に聞
かなくても理解できるようになるという目標を立
て、授業を受けていました。そうすることで、すぐ
に友達に聞くのではなく自分で良く考えてから理解
するようにし、それでも分からなかったら聞くとい
うようにしたことで、英語の理解力が以前より断然
上がったと思います。
また、本場のアメリカ人は話すのがとても速いで
す。そのアメリカ人から英語を学べたおかげで速い
英語にも対応できるようになったと思います。また、
リサーチを通して、インタビューなど人に尋ねる機
会がたくさんありましたので、そのような時に早く
英語を理解できるということが役に立ったと思いま
す。
この留学を通して、日本で想像していたよりも良
い学びができたと思います。たくさんの苦労があり
ながらも、めげずに全力で取り組めたので、成長す
ることができました。日本では経験できない英語で
のインタビューや自分が納得のいくリサーチができ
たことが私の中ではとてもいい思い出であり、これ

私は海外の
大学に興味が
あり、海外で
の大学生活が
どのようなも
のか知りたく
て こ の CCAP
に参加しまし
た。
実際には、
このプログラ
ムでは大学がどういうところかについてだけではな
く、いろいろなことを知ることができました。例え
ば、新しいことにチャレンジできるという環境は新
鮮で幸せだということ、寮（Arthur House)で仲間と
協力して暮らすことは大変だけどいつでも人と関わ
ることができてとても楽しいということ、英語でネ
イティブと会話をする楽しさや嬉しさや難しさ、英
語でプレゼンテーションをする大変さを知りまし
た。特に英語でプレゼンテーションは初めてで難し
くて、納得のいくものではなかったのです。でもプ
レゼンテーションのために現地の人にリサーチをし
たり、ホームステイをしたり、練習したりするプレ
ゼンテーションへの過程が大切だということを知り
ました。このプレゼンテーションのおかけで現地の
人と話す機会が多く、リスニング力がアップしたと
思います。また、今の英語力の限界を知ることがで
き、もっと英語力を伸ばしたい、英語を勉強したい
と思いました。
18 日間というのはとても短かったですが、Arthur
Friends のおかげでプレゼンテーションもがんばれ
ましたし、毎日がとても濃くて輝いていてたくさん
の経験を積むことができました。この経験をこれか
らの自分の成長に上手く活かしていきたいと思いま
す。一緒に 18 日間がんばった CCAP のメンバー、
快く送り出してくれた母、このプログラムの発端と
なったヴォーリズ先生、CCAP に関わってくださっ
たすべての人のおかげで今回の留学は有意義なもの
となりました。ありがとうと言いたいです。Thanks,
Arthur Friends!
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からの強みになると思っています。これからはこの
経験を生かして、たくさんの外国の方と交流するこ
とができたらいいと思います。

ないことや、文法を理解しきれていないことが原因
です。単語力や文法は日本でなんとかするしかない
ので私のこれからの課題です。
二つ目は受け身で授業を受けていてはいけないと
いうことです。兄弟社の授業では黙って座って話を
聞いていればわかっていなくてもなんとなく授業は
進んでいきました。しかし、チェルシー先生の授業
では当てられていなくても、何かしらのリアクショ
ンを取らねばならず、分かってなくてもなんとなく
進んでくれないのが結構苦痛でした。周りが発言し
たり、リアクションしたりしているのを見て自分も
しないといけないと思い、CCAP 後半になって少し
ずつ発言できるようになりました。発言するために
は、必死に耳を傾けなければできませんでしたし、
それまで以上に集中しました。今までは授業を受け
身で流していてもなんとかなってきましたが、これ
からは少しでも発言し、積極的に授業を受けないと
いけないと思いました。
三つ目は言いたいことを正しく伝えることは難し
いということです。英語だから難しいのかと言われ
ればそうではなく、日本語でも伝わらないものは伝
わりませんでした。言いたいことがまとまっていな
いということや、そもそも自分が理解しきれていな
いことを説明しようとしているため自分で言いなが
ら何が言いたいのか分かりませんでしたし、とても
もどかしくなりました。英語でも日本語でも言いた
いことを明確に示すことができないとうまく伝わら
ないのは同じで、普段から会話することによって伝
えたいことを伝える力をつけていこうと思いまし
た。この三つのことをこれからに生かしていこうと
思います。

未来に何らかの形で
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私はアメリカ
でたくさんのこ
とを学びまし
た。
一つ目は、チ
ェルシー先生の
クラスで教わっ
たエッセイの書
き方について紹
介したいと思います。最初、絶対私には無理だと思
っていました。しかし、何度も何度もエッセイの書
き方についての授業を受けているうちにだんだん理
解ができてきました。私は今までにちゃんとしたエ
ッセイを書いたことがありませんでした。しかし、
CCAP のプログラムでちゃんとしたエッセイを書く
ことができました。CCAP 中に教わったことを最大
限にこれから活かして行きたいと思いました。
二つ目は、アメリカで授業を受けているうちに思
ったことです。それは、自分を含めあまりみんな思
ったことをすぐに周りの人には言いませんでした。
多分これは、日本人の特徴です。これには理由があ
ると思います。それは、恥ずかしい、あっているか
わからない、先生の言っていることがわからないな
どという理由です。ですから、次に留学に行った際
にはもっともっと自分から発言をしていかないとい
けないと思いました。ぜひ、11 月にある修学旅行
で行くシンガポールに行った際には自分が思ったこ
とは絶対に発言していこうと思いました。
私はこの CCAP で、学んだことは必ずといって
いいほど今後の未来に何らかの形で役立ってくれる
と思います。一番近い未来だと大学入試だと思いま
す。なぜなら、絶対に作文を書くからです。その時
は日本語だと思いますが、物事を書く順番としては、
この間のエッセイの方法を使えると思います。たく
さんのことを学ぶことができて本当によかったで
す。

日本でも使える大切なこと
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私は CCAP に
参加して、三つ
のことを学びま
した。一つ目は
アメリカの食文
化です。アメリ
カの食文化は日
本と大きく異な
っていました。
例えば、日本で
はお箸を使います。ですが、アメリカではフォーク
やスプーンやナイフを使って食事をします。初めは
お箸のない食事に少し苦戦しましたが、段々と慣れ
お箸よりも食べやすくなりました。アメリカは移民
の国などと呼ばれています。食事をしに、町や大学
の食堂へ行けば、ピザ、ハンバーガーはもちろん、
パスタやさまざまなメキシコ料理が食べることがで
きました。そして、アメリカの料理はどれも味が濃
く、イメージ通りのものでした。
二つ目はアメリカの授業と日本の授業との違いで
す。アメリカの授業では主に日本と違って三点のこ
とが大切ということを学びました。一点目は先生に
質問をされたら間違っていてもよいから一番に答え
るということです。アメリカの授業では間というも
のを作ってはいけないということを学びました。二
点目は先生の質問がわからなかった時、聞き取れな
かった時にはしっかりと質問をして確実に聞き取る
ということです。日本では聞き取れなかった時には
誰かがやってくれるだろうとか、友達に聞けばいい

言いたいことを正しく伝えることは難しい
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私は CCAP
で三つのこ
とを学びま
した。
一つ目は
英文の書き
方です。コ
ロラドに行
く前は GTEC
や、授業の
英作文がと
ても苦手で何から書き出していいのか分からず、と
ても苦痛でした。書き方を学んだことによって劇的
に英作文が得意になったのかと言われるとそんなこ
とはなく、未だにとても苦手です。それは何から書
き出していいのかということではなく、単語を知ら
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かというような考えで先生にわざわざ聞かないと思
います。ですが、アメリカではこの先生に聞くとい
うことが自分はやっているんだというアピールにも
なるそうです。三点目はなにか発言する時に、その
発言をさらに深めるような発言をするということで
す。例えば、「今日は何をしたか？」と聞かれた時
に「〜した！」だけではなくて、「〜して･･･やっ
た！」の「･･･」を付けることが大切だということ
も学びました。アメリカの授業の三点のことは日本
に帰っても使える大切なことだと思います。だから、
日本の授業だけでなく、普段の会話から使っていき
たいと思いました。
三つ目に学んだことはアメリカの伝統的なスポー
ツ、ロデオです。ロデオについて研究するというの
が私のアメリカでの課題でした。ロデオは日本では
観戦することのできないスポーツです。実際にアメ
リカでロデオを観戦し、アメリカの文化を学ぶこと
ができました。
CCAP に参加してたくさんのことを学びました。
それを日本の授業や生活の中で多く生かしていけた
らアメリカに行った意味があるのではないかと思い
ます。

の為の最大の後押しとなり、留学中絶えることなく
その存在を感じ続けました。また多くの方々に持続
可能なプログラムにするための、経済的な支えをい
ただいたことに感謝を表します。会計事務でお世話
になった本部の方々や、募集・選考に協力いただい
た各担任の先生方、不在中の業務をご負担いただい
た先生方にも気持ちよく送り出していただいたこと
が無事に終えられた大きな要因でありました。
一方、コロラドカレッジでは、長年のお付き合い
のエリクソン先生によるご尽力は、お米や炊飯器の
寄付に始まりお惣菜やお菓子の差し入れ、自宅へ全
員を招いての BBQ 夕食会、カレッジからの補助金
の獲得に至るまで、生徒たちにとっては滞在中の母
であり国際人としての見本でありました。ご寄附を
下さった匿名の個人がおられたという事実に国際交
流の意義深さを再確認させていだきました。おかげ
で移動の貸し切りバスを何度も利用でき、チュータ
ーの大学生を雇って多くを学ぶことができました。
さまざまな方々に守られながら日々を送っていた感
覚は不思議なものでした。
理想だけでは現実は乗り越えられません。しかし
理想がなければ何も現実に起こせないのも事実で
す。激変する社会情勢の中で、次の世代を育てるこ
とが日本の教育の命題の一つです。CCAP が果たす
役割は単に英語習得に留まらず、多様な人々と触れ
合うこと、自分の考えをまとめ伝える経験を積むこ
と、そして今いる社会は先人たちから引き継いだも
ので、今度は自分たちの番であることを体感するこ
とであろうと考えます。ヴォーリズ先生にとっての
2 月 2 日のような日が、ひとりひとりの生徒にもい
ずれ来るでしょう。信念と知識そしてさまざまな体
験を持つ人を育てる第一歩を踏み出せたことを改め
て感謝申し上げます。

今度は自分たちの番だということ
引率教員 谷口 毅教諭
（英語科・国際教育ディレクター）
ヴォーリズ先生がコロラド大学を卒業したのが
1904 年。その年に完成した校舎 Palmer Hall。百十
余年後に、ヴォーリズ学園の高校生たちがこの校舎
で学びを深めたことを、先生はどのような思いで見
つめられていたのでしょうか。崇高な理念を示して
くださった道城先生の笑顔は、このプログラム実現

**************************************************************************************************
すから、私は先週から違う人のところに行きました。
先週の金曜日、私たちは全校集会で約 1500 人の
前でスピーチをしなくてはいけませんでした。すご
く緊張しましたが、無
事成功に終わりまし
た。スピーチが終わっ
I11 一門 央
てから、友だち、そし
姉妹校交換留学
てまだ話したことのな
St.Patrick's College(オーストラリア)
い人がたくさん声をか
2017/721 ～ 9/2
けてくれたり、日本語
で挨拶してきてくれた
タスマニアに来て
りして新しい友だちも
4 週間が経ちました。
増えました。心の底からこの学校が大好きになり、
ホストも変わり、学
残り 2 週間ということがとても悲しいです。
校にも慣れてきまし
最近、英語力が上がったな、と思うことがありま
た。友だちも増え、
す。誰かと話すとき、簡単なことでも電子辞書無し
英語力もあがった気
では伝えたいことが伝えられなかったりしたのです
がします。1 人目の
が、最近は時間はかかりますが、なにもなくても伝
ホストファミリーの
えられるようになったことに自分で成長を感じてい
フランキーちゃんの
ます。これもホストファミリーや友だちのおかげだ
家を離れる時とても悲しかったです。正直に言って、
と思います。彼らはいつも私が理解できなくて困っ
「3 週間が経ってやっと家に慣れたのに新しい家で
ていたら、わかりやすく言い換えて私がわかるよう
やっていけるだろうか」という不安もありました。
に言ってくれたり、私の発音があってるかどうか確
また、私はこの変更を機に、友だちも今までのフラ
認したりしてくれます。それでもわからないときが
ンキーの回りから離れて新しい友だちを作ろうと心
ありますが、私が本当にわかるまで助けてくれるの
に決めていました。しかし、実際その時になってみ
で本当に周りの環境に恵まれてると思います。
ると寂しかったです。友だちにそのことを伝えると
本当に残り 2 週間ということが寂しいですし、悲
「それはすごくひろにとっていいと思う」や「辛く
しいです。ですから、その 2 週間いろんな人と話し、
なったらいつでもこっちに戻っておいで」などすご
色々なことを経験し、悔いのないように過ごしたい
くポジティブで心強い言葉をかけてくれました。で
と思います。
(2017/08/21 受信)

ただ今留学中
全校集会でスピーチ
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いろいろな人の優しさ

お父さんも育児や家事に積極的

I21 泉 真惟子
姉妹校交換留学
St.Patrick's College(オーストラリア)
2017/721 ～ 9/2

I11

北川 星羅

姉妹校留学
Citipointe Christian College（オーストラリア）
2017/7/15 ～ 2018/6/30 頃

タ スマニ ア
に来て 4 週間
が経ちまし
た 。 もうこ ち
ら に 来てそ ん
な に 時間が 経
っ て いたの が
信 じ られな い
く ら いとて も
早かったで
す。3 週間目
1軒目のホストファミリーと
に ホ ストフ ァ
ミリーが変わ
ったのですが、
本当にどちら
のホストファ
ミリーも親切
で、すごく恵
まれた環境で
勉強できてい
ると強く感じ
ます。1 軒目
のホストファ
ホームルームで仲良くなった友達と
ミリーに、「も
しタスマニア
に戻って来たら、ぜひ私達の家に来てね！いつでも
ウェルカムだから。」と言ってもらえて、本当に嬉
しかったです。
新しいホストファミリーになって、この間は学校
のお祭りのようなものに連れていってもらって、ホ
ストスチューデントと一緒に食べ物を売ったり、お
店を回ったりしました。こちらの学校は本当に活気
があって、みんなが協力してイベントを盛り上げて
いる感じで、すごくみんなが楽しんでいるのが伝わ
って来ました。学校生活では、困っていたら、「手
伝おうか？」とか「大丈夫？」などと今まで話した
ことがなかった人も声をかけてくれたりして、そう
いうことができるのはとてもすごいと思いました。
ホームルームで仲良くなった中学 2 年生の子が、習
った日本語で話してくれたりして、すごく嬉しかっ
たです。何より意欲的に外国語を使って話している
のを見て、自分ももっと積極的に話さないといけな
いと思うようになりました。
4 週間目の金曜日に全校集会でスピーチをしたの
ですが、終わった後に友だちがとんで来てくれて、
「すごい！」と言ってくれたり、知らない人からも
声をかけてもらえたりして本当にこのスピーチをし
てよかったと心から思えましたし、本当に感動しま
した。タスマニアに来て、いろいろな人の優しさを
感じて、そうやって人を手伝ってあげたり、声をか
けてあげたりできることは、私はできていなかった
ことだったし本当にすごいなと思いました。
残りは、あと 2 週間ですが、悔いのないように過
ごしたいと思います。(2017/08/21 受信)

A month has
passed since I came
to Australia. I got
used to life in
Australia. I was
able to go shopping
alone by bus. This
month I felt family
love.
日本ではお父さ
んが子育てをしたりご飯を作ったりする光景をあま
り見ませんがオーストラリアではよくお父さんが子
どもと遊んでいるのを目にします。8 月になってす
ぐホストマザーが風邪で 1 週間寝込んでしまいまし
た。その時はお父さんが毎日ご飯を作ってくれたり、
スーパーへ食材を買いに行ったりしていてとても驚
きました。普段もお父さんが洗濯をしてくれます。
また、休みの日には必ずホストブラザーとクリケッ
トの練習をしています。お母さんだけでなくお父さ
んも育児に積極的でとてもいいなと思いました。
また、オーストラリアの人は動物をとても大事に
していると感じることがありました。私の家にジャ
ックという犬がいます。ジャックがせきこんでいる
のを見つけるとすぐに病院に連れていきました。ま
た、仕事から帰ってくると必ずジャックの所へ行っ
ていつも 3 分くらい話しかけたり、なでたりしてい
て大切にしていることが伝わってきました。
学校では水曜日の午後の時間にスポーツがありま
す。日本とは違って自分でしたいスポーツを選べま
す。バスケットボールやバドミントンはもちろんト
ランポリンやスケートボード、ロッククライミング、
ウォーキングなど日本の体育の授業ではできないも
のがたくさんあります。私は、バスケットボールを
選択していて韓国人の女の子 1 人と台湾人の女の子
2 人が一緒にしようと声をかけてきてくれました。
彼女たちは日本のことをとても知っていて日本語に
もとても興味を持っています。「日本語でこれはな
んて言うの？」とよく質問してきて私自身も勉強に
なります。私が知らないアニメなども知っていてび
っくりしました。彼女たちは同じ国の人同士でも英
語でコミュニケーションをとっていてすごいなと思
いました。
先生がみんなとてもフレンドリーで休み時間に遊
んでいると一緒に遊んだり、私たち日本人を見つけ
ると「コンニチハ～」と声をかけてくれたりします。
元気がない生徒を見つけるとすぐに「どうしたの？」
と聞きにいったり、日本ではあまり見かけない光景
をよく目にします。
これからこちらの生活にももっと慣れてくると思
いますが、いつでも初心を忘れずに過ごしていきた
いです。
(2017/08/23 受信)
おことわり
留 学 生 セ ン タ ー ニ ュ ー ス № 246お よ び № 247は 、 電 子 版
の み の 発 行 で す 。 学 園 の ホ ー ム ペ ー ジ 【 学 園 Topics】
をご覧ください。

-4-

