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元・野球部だった私にとって
アメリカで MLB を見ること
は死ぬまでにやりたいことの
１つ！本当は 1 試合のみの
観戦予定だったが、大谷選手
の登板予定が急遽変更…急い
でチケットを取り、投手・大
谷を観戦してきた。

次の日、隣の席のアメリカ人
に話しかけてみた。正直、何
を話しているか全くわから
ず、これから始まる留学生活
に一気に自信がなくなった。
しかし、1 打席目の大谷選手
の HR をきっかけに球場は大
盛り上がり！会場内のノリや
ハイタッチ、感情表現の言葉
でコミュニケーションをと
り、仲良くなれた。アメリカ
スタイルの野球の楽しさを感
じることができた。2 試合と
も負けてしまったが、現地の
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成田ー Los Angels
飛行時間：10 時間 15 分
航空券：96,240 円

8/3・4

Angels 試合観戦
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Disney California  
Adventure Park

バスで３０！

アナハイム限定のカーズ・ラ
ンドは世界観が見事に再現さ
れていた。「ラジエーター・
スプリングス・レーサー」は
想像以上に速く、風が気持ち
いい。また、夜の水上で行う
水と光のショーがすごく綺麗
で感動した。隣の子供たちが
ずっと「Oh my god」と興
奮していたのが素敵で、イン
タラ領域の人たちと協力して
こんなようなショーに挑戦し
てみたいと思った。

Hollywood
8/6・7

ハリウッドは ”
映画の街 ” という

イメージが強く、
映画撮影の様子を見

られるかと期待してい
た。しかし、実際はお土産
屋さんが多く、映画館も
鑑賞するというより、観
光地として訪れるだけの
スポットであった。翌日、
ダウン・タウンへ無料美術
館巡り。そこで出会った
中国の女性と仲良くなり ,

街を散策
した。素
敵な出会
いで、心
が温まり
ました。

ラ・ラ・ランドのロケ地で、
最高の夕焼けと夜景が見られ
る。とにかく美しすぎて心が
動かされること間違いなし。
また、プラネタリウムが映画
のようで、映像作品としてす
ごかったので、ぜひ鑑賞して
ほしい。直通のバスが通って
おり、観光しやすい。

グリフィス天文台
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Los Angels ー

Detroit
飛行時間：10 時間 15 分
航空券：96,000 円

大学の方が迎え
に来てくれます。

人たちはとても優しく、1 人
でもとても楽しかった。そし
て、現地の人からも愛されて
いる大谷選手はまさに “ スー
パースター ” という言葉がぴ
ったりで、生涯忘れないであ
ろう思い出になりました。

GOOD
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ロサンゼルスの移動手段

電車 MTR 
無人駅のため、無賃乗車のお
客が多い。そのため、ホーム
レスの人も利用し、不気味な
感じである。昼間に利用する
のであれば観光客も多いため
問題なし。

バス 
時間通りに来ない。遅延する
こともあれば、時間前に出発
することもある。ロサンゼル
ス市内は本数が多いが、田舎
になると乗り継ぎの待ち時間
が長い。

徒歩 
街並みを見ながら楽しめる。車社会のためか観光地以外では昼
間でも歩いている人は少ない。ホームレスもいる。夜は細い道
に入ると真っ暗。1 人で出歩いたら危険。

乗換アプリを利用すれば一人
でどこでも行ける！

LA 市内のほとんどの電車・
バスは TAP（チャージ式の
電子切符）で乗車可能！

節約術

予約はアメリカのオリジナル
サイトを利用
日本のサイトからだと手数料
がかかることも…ホテルは
"Hot Wire" や "Agoda" がお
すすめ！ただ、アメリカの格
安ホテルは必要最低限の宿泊
サービスのため、きれいでは
ない。

格安の飛行機を乗り継ぎ
乗り継ぎは時間がかかるけ
ど、乗り継ぎ先で旅行をすれ
ば節約できる上に楽しめる。

コンビニ飯で節約
フィンドレーにはコンビニが
ないので、大都市でコンビニ
を楽しむのもアリ。

出国前準備

ビザにパスポート、とにかく
忙しい
出国はテスト期間付近。最終
課題と留学準備を同時に進め
るため忙しい。また、手続き
を行う市役所や大使館は平日
の昼間しか空いていないた
め、授業を欠席することも。
英文のサイトをみながら準備
するので、時間もかかる。バ
イトをしているなら早めに休
むことをオススメする。

クレジットカードの作成
少なくとも 2 枚のクレカを
半年前に作り、上限を上げら
れる状態にしておくこと。航
空券や初期費用でおそらく
10 万は超える。

一人旅の楽しみ方

Don’t be shy
行った先で出会った人に自分
から話しかけてみて！言語の
壁や知らない人に声をかける
には勇気がいるけど、留学生
ということを利用して話しか
けてみる。” 英語の勉強をし
たいから一緒に会話したい ”
と伝えると優しく話してくれ
た。また、話をする中で、一
緒に一人旅をしてくれた素
敵な人にも出会えた。"Don't 
be shy" はアメリカ人がよく
私にアドバイスしてくれた言
葉で、留学に来ているのだか
ら積極的になろうと背中を押
してくれる。
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campus life

授業
IELP（英語を学ぶコース）
のクラス分けテストを受け、
"beginning" に所属。授業は
中学英語の内容で簡単だが、
英語による説明のため、聞き
とることが難しい。テスト
は ” 進行形を選べ ” などの簡
単なものもある。が、" 進行
形 =progressive" と い う こ
とを知らず、間違えた。その
ため、単語帳や文法でテスト
対策をするのではなく、問題
文も英語で書かれているよう
な参考書で勉強すると良い。
IELP のクラスはいろんな国
から生徒が来ていると聞いて
いたが、ほとんど日本人であ
る。他大学から来ている日本

人の中には学部の授業を受け
ている人もおり、学費免除の
留学プログラムらしい。学部
の学費はとても高いため、文
芸大生で学部授業を希望する
人は学外でも申し込める奨学
金を探した方がいい。

IELP の生徒も学部の授業を
取ることができる。私は「マー
チングバンド」を履修し、「写
真」の授業を聴講することに
した。学部の授業は説明が早
く、理解できていないがカメ

ラの知識と、吹奏楽の経験で
楽しめている。また、マーチ
ングバンドやコーラスの授業
を履修すると、奨学金がもら
えるらしい。

生活
13 人のシェアハウスで生活。
そのうち 5 人が日本人であ
る。2 人部屋のルームメイト
はアメリカ人で、時々話す。
もっとこれから仲良くなりた
い。食事は自炊プランと学食
プランといくつか種類があ
る。私は 1 週間 7 食のミー
ルプランを選択。学食はアメ
リカンなハイカロリーな物が
多く、ビュッフェスタイルで
ある。確実に太った…

8/8~12　

オリエンテーション

入学式やスポーツイベント、
ビンゴ大会など毎日面白いイ
ベントが開催。学部・ハウス
関係なく交流し、友達作りの
きっかけになった。

8/25　

ビールを飲みに barへ

アメリカはクラフトビールの種類
が豊富。大好きなビールかつ、久々
の飲みということもあってかかな
り酔った。帰宅後、酔っ払った私
を見に、アメリカ人がリビングに
集まってきた。この日までアメリ
カ人と日本人の間に見えない壁が
あったが、私の酔っ払いを見て笑い合った。まさかこんなきっ
かけで仲が深まるとは思わなかったが、会話もしやすくなり、
そしてハウス内が明るい雰囲気になって楽しい夜だった。ち
なみに、キャンパス内は飲酒禁止である。

8/31　

ハンコック・フェア

牛や馬、ウサギなどの売買を
行う祭りである。また、馬の
レースや移動遊園などもあっ
た。昼間は写真の授業でク
ラスメイトと色々撮り回っ
た。夜はマーチングバンドの
ショーに出演！初のショーは
とても気持ちよく、楽しかっ
た。高校の部活のような青春
を再び味わった。

▲ドラムラインのメンバー
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