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ハーバー ド学部生が語る留学のスス
メ !

世界をシューカツの舞台にできる教育を

20H年 5月 26日 (木)田村 耕太郎

サンデル教授のおかげもあり、ハーバー ド大学は最近何かと有名になつた。私

は、ハーバー ドも含めて、日本人の学部留学生が今後どんどん増えていくと思う。

その理由は、受験生はもちろん、親や高校も、大学から海外に行くことを選択肢に

入れ始めたと思うからだ。

そんな自分の仮説を検証するべく、ハーバー ドに学部から留学している学生たち

に話を聞いてみた。我々の会話を、ざつくばらんにありのまま紹介したい。

今回懇談したのは、ハー′ヽ― ド大学1年生の岡洋平君 (渋谷教育学園渋谷高等学校

を卒業)と 、同2年生の小林亮介君 (私立桐朋高等学校を卒業)だ。場所は彼らの

寮。たいへんすがすがしくて面白かつた ! 学部生ならではの情報も得られた。彼

らが体験しているグローバルでダイナミックな学生生活は刺激的だ ! やっぱリア

メリカの学部での体験は貴重だ。

日本人の数なんて無意味 !

一一日本人が減つている。日本でもハーバー ド大学でもよく騒いでいるけど、大

学生としてはどう?

岡君 日本人って言つても、日系人もいるし、日本人と他の国の人とのハーフもい

るし、意識したことないですね。ハーバー ドでは多様なことが当たり前。大学院生

と違い、『国の代表』て意識は薄いと思います。

http://business.nikkeibp.cojp/article/topics/20110524/220090/?ST p五 nt  2015/07/15



ハーバー ド学部生が語る留学のススメ !:日経 ビジネスオンラ.¨  2″ ページ

小林君 逆に「なんでアメリカの大学に来たの? 日本にも良い大学たくさんある

のに」と言われます。日本では「ハーバー ドに入れてよかったね」という反応が多

かつたので、驚きました。

学生の優秀さに関しては、日本の大学も劣らないと思う。だけど、大学のサポー

ト体制はずいぶん違うよね ?

岡君 ハーバー ドには大小合わせると70～ 80の図書館があります。寮には勉強を教

えてくれる大学院生や教授が必ず一緒に住んでいる。とにかく好きなだけ勉強がで

きて、困つたら教えてくれる人がいるのです。

小林君 みんなよく勉強するので自分も勉強します。教授も、博士課程の学生も、

本当によく勉強を教えてくれます。

1日 8時間勉強 :

一一どれくらい勉強するの?

小林君 授業以外に、平均で1日 7～ 8時間は勉強しています。寮生活なので、通学時

間がない。授業に出ていない時は基本的に勉強しています。それくらい勉強しない

と授業がよく分かりません。

勉強していない時間は課外活動をしています。寝るのはだいたい深夜2～ 3時で

す。勉強していて気がついたらそんな時間です。

とにかく周りがよく勉強します。ルームメイ トと話をして、気分転換しながら過

ごしてます。

岡君 僕はボー ト競技もやつています。またハーバー ドにいくつかあるオーケス ト

ラの一つでバイオリンを弾いています。ここには才能があふれています。卒業した

ら「ジュリアー ド音楽学院に行くか? それともグーグルに入るか ?」 みたいな人

がたくさんいるんですよ !

それでもやはり7～ 8時間は勉強しています。時間の使い方が本当にうまくなりま

した。

全寮生活の醍醐味

__ハーバー ドに来て、いちばん良かつたことは何?
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岡君 何といつても寮生活です ! ここなら友達と夜中の1時に集まって勉強するこ

ともできるし、起業やプロジェク トの企画を話し合つたりすることもできます。す

べてが効率的で自分の時間が増えた感じです。

小林君 夜の9時からH時にはスタディーブレイクという時間があります。寮のみん

なが自然に集まってきて話をします。それがとても面白いんです。住み込みで学生

指導をする大学院生が、アイスクリームなどの夜食を用意してくれることもありま

す。

大学が、人と人が出会うように仕組んでいます。寮の設計が良い例です。自分の

部屋を出て外に出るまで、必ず皆が集まるスペースを通るようにできています。国

籍も年齢も多様な人と交流できます。

パーティーが楽しいです。ある雑誌は「最近のハーバー ドは全米ナンバーワンの

パーティースク=ルだ」というランキング記事を載せていました。それが正しいか

どうか分かりませんが、常にたくさんのパーティーがあります。

学期末には必ずフォーマルパーティーがあるし、カジュアルなパーティーは毎週

どこかでやってます。それも学生たちが企画して、資金集めもやります。もちろん

運営も。チャールズ川でクルーズ船を借り切つたり、卒業生がオーナーをしている

高級レス トランを借り切つたり、ユニークな楽しい社交の場が多いです。

ハーバー ドでやれないことはない !

__ハーバー ドに来て感動したことを教えて。

小林君 入学式の時の総長の言葉です。「ハーバー ドで、やれないことを探すのは

不可能だ。大学のあらゆる資源を徹底して利用しなさい。奨学金も図書館も教授た

ちも卒業生も。ここにいる教授たちは皆さんと話したくてここにいる。ここでは何

でもできるんだ」。

周りがやつている事を見て、自分も考える。その気になる。そしてやつてみる。

それを大学が、教授陣や奨学金でサポー トする。そして成し遂げる。それを見て、

周りがまたやる気になる。この循環ができているのです。学生は「がんばれば何で

もできる」ということを、体験を通じて理解していくのです。

小林君はこの夏、「日本の高校生に、いろんな選択肢があることを知ってもら

いたい」と、日本でのサマースクールを企画している。ハーバー ドの学生30人を

東京に連れて行つて、準備から実現まで約3カ 月かけて行う予定だ。
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ハーバー ドは、このプロジエク トを奨学金で支援する。ハーバー ドの奨学金は

とにかくやたら豊富で柔軟だ。夏休みの3カ 月半、何をやつてもいい。エジプトで

人権問題に関する仕事のインターンシップをやったり、スペインでフラメンコを

通じてスペイン語を習つたり。「何でもいいから世界を旅して来い」みたいな企

画でも奨学金が出るという。今年はス トリー トダンサーでもある学部生が、欧州

のス トリー トダンスのグループを巡る旅に出るという。

次に、どうやつたら日本の高校生がハーバー ドに入れるのか。体験談を聞いて

みた3

-―なんでハーバー ドに来ようと思つたの? 受験はどうだつた?

小林君 社会科学がやりたいと考えてアメリカの大学受験にチャレンジしました。

受験制度がよく分からなかつたので、インターネットで調べまくって準備をしまし

た。 |

日本の大学も受験したので大変でした。年内にアメリカの大学出願を終わらせ、

それから国立一本に絞つて猛勉強しました。特に12月 は、まつたく先の見えない不

安と、終わりの見えない2つの受験プロセスのため、心が折れかけました。米国進学

を指導する塾や、一緒に目指す友人、事情に詳しく支えてくれる先生が周囲にいな

かつた僕の場合、親の励ましがなかつたら無理でした。精神的に支えてくれる人の

存在が不可欠です。

一方、1年生の岡君は米大学一本で受験した。

岡君 日本の大学は一切受けませんでした。アメリカの受験は全く見当がつかな

かつたので浪人覚悟でした。1月 には受験が終わりました。それからは考えても仕方

ないのでとにかく学生生活を楽しみました。春に合格が決まつたので、9月 の入学式

までは人生最高の日々でした。あんなに長い時間、人生を思い切り楽しめたのはあ

りがたかつたです。

面白かったのは、2人とも「入れるだとろう」と思つていた大学に落ち、難しい

アイビーリーグの大学に受かつたことだ。

小林君 大学側も「こいつなめて来ているな」つて分かるのですかね? 本当に楽

勝だと思つていた大学に落ち、焦りました。それでまさかハーバー ドに受かるなん

て。アメリカの受験は分かりません。

しかも、2人 とも年間300万円から450万 円の奨学金つきで受かつている。
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手 ごたえ不明の米大入試

岡君 僕はいつも後輩に「とにかく積極性を持って活動的にしておくことだ」と

言つています。

東京の高校生は恵まれています。あれだけ便利な地下鉄があり、都心だったら30

分でどこへでも行ける。いろんな事を知る機会が作れると思います。積極性があれ

ば、こうした機会を利用してエッセイの内容を充実させることができる。こちらに

来てからの生活も順調になると思います。

小林君 どうしたら合格できるかは、誰にも分からないと思います。ただ周囲の学

生が口をそろえて言うのは「やるだけやつて、最後は運だ」ということ。

完全に個人的な感想と断つた上で、小林君はこう語つた。

小林君 人と自分の違いをまず認識したうえで、『大学から何を学びたいか』では

なく『自分が入学したら大学のコミュニティーに何を提供できるか』『自分にしか

提供できないものは何か』を強調することが重要だと思います。自分の強み、人と

の違いというのは、人それぞれ異なります。だからマニュアルはありません。自分

自身の関心にしつかり向き合い、他者との違いを見出す作業が必要でしょう。それ

に高校時代に自分が得た独自の経験を合わせてアピールすることができればベスト

です。

最後は運というのは、自分がアピールした点で日立てるかどうかは、他の志望者

に左右される面があるからです。自分の実力だけの勝負ではない。ずば抜けた成績

の持ち主が落ちることもあるし、反対に僕らでも入れてしまうこともある。

帰国子女でなくても合格可能 !

一一英語が苦手な日本人にとつて、濡学の壁は大きいと思う。 どうやつて克服し

たのかな?小林君は帰国子女じゃないよね。帰園子女でなくて学部に受かるのは

珍しい。

小林君 逆説的になつてしまいますが、英語をハンデに感じないことだと思いま

す。

日本語なら高いレベルのものが書けるのかと言えば、そうではない気がする。
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英語を読むのが遅いなら、それだけ時間使つて読めばいい話です。話すのが苦手

ならば、前もってノー トを作つて準備に力を入れればいいだけです。これは、英語

が母国語の学生でも同じことだと感 じています。

しゃべるのが得意な人もいれば、苦手な人もいるわけ。書くことに関しても、読

むことに関しても同様です。英語に自信がないのは、数学に対して自信がないと

か、コンピューターに対して自信がないとか、そういうのと変わらないのではない

でしょうか。だとすれば、それはハーバー ドにいる誰もが感じていることです。

逆に留学生であることはそれだけでユニークな長所ですから、それを生かせばい

いと思います。そうした点を生かすか殺すか、楽観的に考えるか悲観的に考えるか

は個人次第だと思います。

これを前向きに考えられないのだとしたら、留学は向いていないのかもしれませ

ん。そういう僕も、こう開き直るのに、けっこう時間がかかったのですが._

「日本を出る」という選択肢がある教育を

懇談を終えて、将来の希望を聞いたところ、2人とも日本のために働きたいという

気持ちを強 く持っていた。とても頼もしかった。「このままアメリカで、日本と関

係なく働 く気は今のところない。日本に貢献 したい」と断言した。

2人が強調していたのは「何が何でも留学というより、『海外の大学も選択肢の一

つ』と考えることが大事。拒否したり、力んで目指すのではなく、選択肢の一つと

割り切つて考えるのがベター」ということだつた。その通りだと思う。

ただ、彼らと話をしていて、学部留学という選択肢がますます選ばれるようにな

る、と実感した。私の「学部留学は増えていく」という仮説は検証されたと実感じ

ている。このインタビューで分かるようにアメリカに学部留学した日本人は本当に

学生生活を謳歌している。よく勉強し、スポーツや音楽やインターンや旅行も楽し

む。国籍から文化まですべてが多様な世界でミシミシ音を立てるように成長してい

るのが分かる。この経験をしたら、世界中のどこででも、何でもやっていけるよう

になると思う。

日本の政治は、莫大な借金を放置したまま国民に自粛を押し付け、経済と財政を

殺してしまおうとしている。財政破たんから逃げ切れることができる高齢の世代

が、国債を乱発したツケは払わないくせに、美徳として自粛を強制するのは本末転

倒だ。このままでは、今の若い世代や子供たちに莫大な負の遺産をつけ回すことに

なるだけだ。所得と資産が激減する中で、税金と社会保険料は急増する。日本でし
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か働けない子供を育てるような教育をしてはいけない。世界をシューカツの舞台に

できるような教育を施すべきだ。

目を輝かせながら学生生活を謳歌する学部生の話を聞いて、強くそう思つた。

このコラ却 こついて

田村耕太郎の「経世済民見聞録」

政治でも経済でも、世界における日本の存在感が薄れている。日本は、成長戦略を

実現するために、どのような進路を選択すればいいのか。前参議院議員で、現在は

米イェール大学マクミラン国際関係研究センターシエアフェローを務める筆者が、

海外の財界人や政界人との意見交換を通じて、日本のあり方を考えていく。
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