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アメリカ留学情報

特集【留学生優秀賞】
マーセッドカレッジ第一回留学生優秀賞受賞者インタビュー。
学業やスポーツ、その他アクティビティで学生の模範として認められた留学生５名が優秀賞を受賞し、
数単位分の授業料奨学金授与となりました。１２０名近い留学生の中から選出され、今回受賞となっ
た学生は有名４年制大学への編入を目標に学業に励んでいます。今後も他の学生の模範として活
躍することが期待されます。

受賞者：
川島 百年樹 君
（千葉経済大学附属高等学校 出身）
高校卒業後に留学し、語学学校に１学期通ったのち、マーセッド
カレッジへ進学。カレッジでは心理学を専攻し、４年制大学への
編入を目指して勉学に励んでいます。６学期目となる現在まで全
ての科目でＡを取得し、ＧＰＡ（評定平均）４．０を維持しています。
また、野球部員としても活動し、今学期は野球部のロースター
（出場登録選手）に選ばれ、公式戦での活躍も期待されています。
テイラー学長と川島君

：今回受賞の感想を聞かせてください。

川島君：受賞できたことを大変光栄に思います。自分一
人の力ではなく、勉強と野球に集中しやすい環境を与え
てくれた家族やお世話になっている方々の支えがあり、
頑張ってこれたことが受賞に繋がったのだと思います。
：学生生活について聞かせてください。
川島君：授業と野球の練習を中心に生活しています。休
み時間には宿題やジムでトレーニングをして過ごしてい
ますが、リラックスしながら体を休める時もあります。休
める時は、しっかり休むようにしてメリハリをつけた生活
を心掛けています。
１日のスケジュールは、野球部の練習が１４時から１７時
まで約３時間あるため朝と夕方に授業を受けています。
空いた時間はトレーナールームでのケアとジムでのト
レーニングと自習に当てています。

渡米してから約３年が経ちますが、留学は自分次第で成
功するかしないか決まると実感しています。渡米前から、
多くの時間を勉強に費やすだろうと覚悟を決めていまし
た。そして予想していた通り日々勉強に励んでいます。
高校時代は野球中心の生活で、勉強に慣れていない私
としては不安もありましたが、挫けることなく頑張ることが
出来ています。また、マーセッドは遊ぶことへの誘惑が
なく、勉強と野球に集中できる環境であり、学生に適して
いる場所だと思います。
：留学を選んだきっかけについて教えてください。
川島君：高校の野球部の監督に留学を勧められました。
そして留学していた先輩に話を聞き、興味が湧いたのが
きっかけだと思います。留学を決めた理由は、日本を離
れて新たな可能性に挑戦しようと思ったからです。
また、留学前にマーセッドを訪問した時、勉強と野球の
両立ができる環境があることに安心できたためマーセッ
ドを選びました。
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アメリカ留学情報
：今後の目標について聞かせてください。
川島君：文武両道として受講している全ての授業でＡを
取ることが目標です。野球では今まで怪我に悩まされ思
うようにプレーすることが出来なかった為、完全復帰を目
指して頑張りたいと思います。今学期はロースターに選
ばれ、大学で初めてのシーズンを迎えます。怪我をして
いた間、リハビリや復帰に向けたトレーニングをしていた
ので、公式戦で結果を出し、チームの勝利に貢献したい
と思います。

無い分野でも無駄な知識になると思いません。知らな
かった知識を得ることにより、新たな可能性が生まれる
こともあると思います。留学することで、日本にいては分
からない知識や経験を得ることが出来ます。異文化の良
いところを吸収してください。

：留学を目指す学生へのアドバイスはありますか？
川島君：私の場合、野球と勉強での夢と目標はそれぞれ
違い、１つの分野だけ頑張っても成功したとは言えない
と考えています。人生で学ぶことは多く、自分の興味が

受賞者：
Firdavs Abdunazarov （フィルダウス・アブドナザロフ）君
（タジキスタン共和国 出身）
フィルダウス君は中央アジアに位置するタジキスタンからの留学生です。高校3
年時に渡米し、留学生として２年が経ちました。ハーバード大学へ編入すること
を目標に、日々勉学に励んでいます。とても忙しい勉学の合間を縫って留学生
オフィスとチュートリアルセンター（学内家庭教師）で働き、精力的に活動をして
います。また、クラブ活動にも積極的に参加し、成績優秀者のみ（GPA3.5以上）
参加できるAlpha Gamma Sigmaというクラブにも所属しています。サッカークラブ
では、会計係としてクラブ運営に大きく貢献しています。

：今回受賞の感想を聞かせてください。
アブドナザロフ君：今回、このような賞を受賞できたことを
大変嬉しく思います。奨学金として授業料を支援してもら
えることは、私たち留学生の大きな励みになります。

ています。大学入学前は、想像も出来なかったほど充実
した留学生活を送ることが出来ています。
学業においては教授達がとても優しく指導してくれます。
授業中やオフィスアワーでは、生徒からの質問に丁寧に
答えてくれます。

：学生生活について聞かせてください。
アブドナザロフ君：授業と宿題、クラブ活動で多忙な日々
を過ごしています。私は新しいことを学び、体験すること
に興味を持っているので、日々の生活で授業やクラブ活
動を通じて学ぶこと全てが新鮮に感じられ、楽しく過ごし

ＡＳＭＣ（Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ Ｓｔｕｄｅｎｔｓ Ｍｅｒｃｅｄ Ｃｏｌｌｅｇｅ）
では、学生によって学内の活動が運営されています。イ
ベントや署名運動、献血活動など学生が自ら計画して実
行し、学生の成長を促しています。私はこのような活動
に出来る限り参加し、挑戦する気持ちを持って他の学生
と楽しみながら学ぶことが出来ています。
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：留学を選んだきっかけについて教えてください。

：留学を目指す学生へのアドバイスはありますか？

アブドナザロフ君：外国に行けば母国では得られない経
験や知識を学ぶことが出来、多くの機会を得られると思
い留学を決断しました。外国で学ぶことには全てにおい
て新たな可能性があると思います。

アブドナザロフ君：私からのアドバイスとしては、決して内
気にならず出来る限りの活動に積極的に参加してくださ
い。そして、沢山の友達を作ることです。授業や学内活
動を通して多くのことを学びながらカレッジライフを楽し
んでください。

：マーセッドカレッジを選んだ理由を教えてください。
アブドナザロフ君：マーセッドカレッジを選んだ理由は生
活費や授業料が安いということです。また学校やスー
パーマーケットへは自転車で行くことが出来るので生活
に不自由はありません。
今後の目標について聞かせてください。
アブドナザロフ君：私の目標は、有名大学へ編入するこ
とです。可能であればハーバード大学に行きたいと思っ
ています。この目標は私が留学する前から夢見ていたこ
となので、日々の生活でモチベーションを保ち続けること
が出来る一番の理由です。

受賞者：
Azimdjon Salikhov （アジムジョン・サリックホヴ） 君
（ウズベキスタン共和国 出身）
サリックホブ君は中央アジアに位置するウズベキスタンからの留学生です。前出の
アブドナザロフ君とは従妹の関係になります。 学業ではＧＰＡ（評定平均）４．０を維
持し、新設されたサッカークラブの副代表としてクラブの学生達を統率しています。
練習メニューの作成、試合スケジュールの管理、ファンドレイズ（活動資金集め）な
どの活動を積極的に行い、学業とクラブ活動を両立させています。
将来は起業をしたいと考えており経営学や経済学を中心に勉学に励んでいます。
：今回受賞の感想を聞かせてください。
サリックホヴ君：今回、留学生優秀賞に選ばれ、表現で
きないほど嬉しく思います。この賞を受賞できたことを励
みに今後の留学生活において最善を尽くし頑張りたいと
思います。

サリックホヴ君：私は留学生活をとても楽しんでおり、充
実した日々を過ごしています。新しいことを学び、友達を
作り、クラブ活動などに参加し、留学が成功するよう常に
目標を設定し活動しています。カレッジの友達の
多くが、授業やクラブ活動に積極的に参加しています。
多くの人が新しいことに挑戦していて「自分も負けていら
れない」と思わせてくれるので良い刺激になっています。

：学生生活について聞かせてください。
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アメリカ留学情報
２年制大学では、自分が満足できる授業を受けること
は出来ないだろうと思っていましたが、それは大きな間
違いでした。私は今までにこれだけ楽しく授業を受けたこ
とがありません。とても良い教授達に恵まれ嬉しく思いま
す。

今後の目標について教えてください。
サリックホヴ君：目標は、ＧＰＡ（評定平均）４．０を維持し、
カリフォルニア大学バークレー校に編入することです。世
界トップレベルの教育環境の中でビジネスについて学び、
自分の夢を叶えたいと思っています。

：留学を選んだきっかけについて教えてください。
：留学を目指す学生へのアドバイスはありますか？
サリックホヴ君：私は小さい頃からアメリカ文化にとても
興味を持っていました。高校を卒業するまで留学を考え
たことはなく卒業後は１年間働いていました。働き始めて
からビジネスに興味を持ち、経済大国であるアメリカに
留学して学びたいと思うようになりました。
また、私が留学を考え始める１年前に従妹がマーセッ
ドに留学をしていたことが後押しとなりました。彼から現
地の情報を得ているうちにアメリカの有名大学校に通い
たいという気持ちを持つようになりました。スタンフォード、
バークレー、ハーバードなどの世界トップクラスの大学が
多数あり、高いレベルの教育を受けるためトップスクー
ルで学びたいと考えるようになりました。渡米してからは
その目標に向かって日々勉強しています。

サリックホヴ君：目標を定めそれに向かって休むことなく
諦めずに活動し、達成したら新たな目標を定め、自分の
ベストを尽くしてください。
マーセッドカレッジへの留学を考えているのであれば、こ
こには良いカリキュラムがあり、授業の雰囲気が良く教
授達の対応も親切なので満足できる留学生活を送ること
が出来ると思います。また、教授達が熱心なので勉強へ
の意欲を更に高めてくれると思います。

：マーセッドカレッジを選んだ理由を教えてください。
サリックホヴ君：従妹から情報を得てマーセッドはカリ
フォルニアの中では物価が安く、長期滞在しやすいと
思ったからです。
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