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アメリカ留学情報

特集【カリフォルニア州立の４年制大学への編入】
環境経済学を学ぶためにカリフォルニア大学サンタバーバラ校に編入
２０１３年の秋学期よりカリフォルニア大学サンタバーバラ校（ＵＣサンタバーバラ）に編入し環境経
済学を専攻する能美君。ＵＣサンタバーバラは環境経済学の分野で全米３位にランクされている。
興味を持った専攻分野が有名な学校へ編入できるのもアメリカの大学システムのメリット。
■留学生活での変化

能美 ジョン君

：留学生活によって変わったことは何ですか？
能美君：勉強にまじめに取り組むようになったことです。
全く興味を持っていなかった英語でしたが、渡米してか
ら周りの環境や留学生達に影響され、勉強に対する意
識に変化があったと思います。毎日勉強するのが当たり
前になり、他の留学生達に負けないように良い成績を取
るように意識するようになりました。

■マーセッドでの生活

（マーセッドカレッジ 出身）
マーセッドカレッジを卒業し、
２０１３年の秋学期よりカリ
フォルニア大学サンタバー
バラ校に編入。専攻は環境
経済学。同大学はこの分野
でのトップスクールの一つ。

能美君：課題は必ず提出し、テストで良い成績を取るた
めスケジュール管理を行い、効率よく勉強するように心
がけました。

：マーセッドでの生活について聞かせて下さい。
能美君：遊びなどの誘惑が無く、勉強に集中出来る場所
です。町の人々は優しく、田舎ならではの温かさがある
と思います。市内はどこでも自転車で移動できることが
でき、車が無くても良いことはとても便利だと思います。

また、長期休暇を利用し、サンフランシスコなどに観光に
行くことが出来ます。宿題を早く終わらせ、休暇を利用し
て旅に行くメリハリのある生活が可能だと思います。

テスト１週間前には、テストに向けて集中的に勉強を始
めました。毎授業わからないことがあれば、先生のオフィ
スに訪れアドバイスを貰いにいきました。
先生とのコミュニケーションを大切にし、授業で大事なと
ころなど先生の考えていることを理解しようと心掛けてい
ました。

■カリフォルニア大学サンタバーバラ校を選んだ理由

■マーセッドカレッジでの勉強

：ＵＣサンタバーバラを選んだ理由は何ですか？

：勉強で気を付けたことは何ですか？

能美君：ＵＣサンタバーバラは環境経済学がアメリカ国
内で3本の指に入るほど有名であり、良い教授たちが
揃っていたことが決め手となりました。
また、学校に足を運びましたがとても綺麗な校舎でした。
海岸線に位置しており、学校内に海岸があり休み時間
を利用して海岸に足を運ぶ生徒が多いことが印象的で
した。

サンタバーバラの風景

環境経済学：
大気汚染、海洋汚染、森林伐採などの環境問題を分析する経
済学の分野の一つ。
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アメリカ留学情報
■アメリカの大学を目指す方へ
：留学を目指す方へのメッセージはありますか？
能美君：アメリカに来て、目標を持たずにダラダラと過ご
すようなことはせず、アメリカでしか出来ない経験を探し

多くのことを吸収してください。経験する事によって、価
値観が広がり、自分の可能性が広がると思います。大
学では、日本と違い課題の量が多くあると思います。挫
折しそうになることもあると思いますが、諦めることなく頑
張れば良い大学に編入出来、自分の成長にもなるので
日々の生活を頑張ってください。

特集【ニューヨークアート留学】
ファッション、写真、工業デザイン、フィルム、ファッションマーケ
ティング。ニューヨークでアート専門分野を学ぶ。
世界中の物、人、文化、宗教、全てが凝縮されたニューヨークの芸術・アート系学校では、アメ
リカ人学生はもちろん、「世界トップクラス」の質と刺激を求めて世界中から学生が集まります。
世界一の都市で最先端技術やトレンドを学び、また同時に世界中に友情の輪を広げることが
できます。
様々な魅力に溢れるニューヨークでは、街・人・モノ全てがとても刺激的。自らを刺激的な環
境に置き、感性を磨きあげたい留学生には最適な環境が整っています。

ニューヨーク・マンハッタンにあるアート系の学校を紹介
ニューヨークで最も歴史のある専門大学

Fashion Institute of Technology
学校紹介：
ファッション留学と言えば第一に名前の挙がる
Fashion Institute of Technology(通称FIT)。計
44ある専攻の中でもメンズウェア学科、フレグラ
ンスマーケティング学科、玩具デザイン学科など
は全米で唯一の専門学科です。卒業生にはカルバン・クライ
ン、セリーヌ、ニーナ・ガルシアなどがいます。本科生は約
6,500名、聴講生は約3,000名程で、その内の約30％は世界中
から集まる留学生で構成されています。
学校にはTOEFLスコアを必要としないCertificateコース、
パートタイムコースなど様々な学生のニーズに対応できるよ
うなカリキュラムが用意されています。
全米各地にある芸術系大学の中でもフレグランス
科があるのは全米唯一FITだけ。
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アメリカ留学情報
ファッション・マーケティングの主軸

Lim College

学校紹介：
1939年の学校名、Laboratory Institute of Merchandising
(＝マーチャンダイジング・ラボ)という名のごとく、アート
関連の中でも特に広告、マーケティング、販売促進、商品化
計画などの分野に強い大学です。キャンパスはマンハッタン
内4か所にあり、全てがミッドタウンエリアに位置していま
す。
職場体験や現役アーティストの講演、フィールドトリップな
どを通し、「業界の今」を学ぶことのできるカリキュラムに
力を入れており、学生は常に現場から生きた情報や素材を得
ることができます。

世界最大にして最高峰の写真学校

International Center of Photography
学校紹介：
ICPの提供するプログラムは多岐に渡り、短期で取得
できるものから1年間のCertificate取得プログラムま
で400以上のクラスが用意されています。全学生のう
ち半数以上の約55％が留学生だと言われており、様々
な文化をバックグラウンドを持つ学生たちが切磋琢磨

しながら、日々そのスキルに磨きをかけています。施設内では通常のクラスだけではなく、様々な
テーマによるワークショップやレクチャー、講演会などが行われています。併設するリサーチセン
ターは、世界中の写真や文献を保持しており、豊富な資材・教材を学生に提供しています。提供され
ているクラスは初心者向けのものからプロフェッショナル向けのものまで様々で、自分のレベルや興
味に合ったものを自由に選択することができます。

アメリカの芸術界を牽引する名門校

School of Visual Arts
学校紹介：
1947年の創立以来、学生の想像力を高めることのできる環境づくりを
目指し、芸術の美しさだけではなく個人のコミュニケーションにも重き
を置き、社会に貢献する人材を育てることを教育理念の一つとしていま
す。基本となる技術の他に、アーティストとしての感性や視点を学ぶ為、
人文学や生物学といった様々な分野のクラスの取得が義務付けられてい
ます。在籍している教授陣の約90％が現役のアーティストで最先端の
手法や業界の傾向を実践的に教授しています。美術学校には珍しく、英
語を第一言語としない留学生に向け、ESL(英語集中コース)を用意して
います。キャンパス内で英語を集中的に勉強しながら専門技術や知識を
学び、学部へスムースに編入することが可能です。
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アメリカ留学情報
ニューヨークで最も歴史のある専門大学

Pratt Institute
学校紹介：
Pratt Instituteは毎年約3,000人の学部生と約1,600の大学院生が
在籍するアメリカ最大規模のアート＆デザインの私立大学です。
講師の多くは全米で活躍する現役アーティストで、世界的にも有
名なデザイナーの授業も開講されます。とくに建築分野(建築、イ
ンテリアデザイン、工業デザイン)に強く、米国大学の中で毎年
トップテンにランクされています。学生であれ、教授であれ、そ
れぞれをいちアーティストとして尊敬し合い、高め合うのが同校
の特徴の一つ。学生であっても高いプロ意識を求められます。
キャンパスはブルックリンとマンハッタンにあり、メインキャン
パスであるブルックリンには歴史的、芸術的価値の高いビルが
キャンパス内に立ち並んでいます。

Pratt Institute主催の奨学金支援イベント
の一環として開催されているレジェンド・ア
ワードでは、過去にトミー・ヒルフィガー、
マーク・ジェイコブズなどが受賞しています。

演劇、フィルムの名門校

New York Film Academy
学校紹介：
ニューヨークフィルムアカデミーは映画製
作を学ぶ学校と言えば必ず名前があがる名
門校です。実践から学ぶことに重きを置き、
プロの現場に限りなく近い制作現場が
学びの舞台となっています。学生の自主性と表現の自由を尊重
しており、技術的アドバイスや制作意欲を盛り上げる側面的サ
ポートを中心とした指導方法を取っています。学生のフィルム
制作において規制や禁止題材はありません。自由に創作アイデ
アを出し、仲間と協力し作品を作り上げる中で、基礎から応用
までいっきに学び、またチーム内の交渉やコミュニケーション
を経験することができます。
多くのテレビ、映画俳優、スタッフを輩出。

Y.E.S. ESL International JAPAN
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

今井 裕之

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。

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。
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