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上野高校を巣立った先輩たちがどのように学生生活を送っているのか、第７回は 2011 年 12 月 26 日、先輩の帰省中を利用

して進路主任の冨澤がお話を伺いました。 
 

第７回：追い詰められた時に真価が発揮される 

国際教養大学（AIU Akita International University） １年 花巻 里奈さん 
入学式 多目的ホール前で学長と一緒に。向かっ

て左から4番目が花巻さん。 

 

 

◇勉強に集中できる抜群の環境 

――いつも自腹で大学を訪問していますが、

さすがに秋田は無理です（笑）。今回は帰省中

に上野高校にお越しいただきました。”Hyper 

Ing”は３月に花巻さんに勉強法をお伺いし

たことがきっかけで誕生しました。さて、帰

省するだけでかなりの出費ですね。 

花巻 HP 拝見させていただいています。帰

省の飛行機代は早割を使って2 万円台で済み

ますが、帰りはウェブから授業を登録して、

その結果次第で帰る飛行機を予約しなければ

ならないので3 万円以上します。 
――秋田は雪深いですね。いつぐらいから降り始めるのですか？ 

花巻 11 月ぐらいから降り始めます。今は 20～30cm ぐらい積もっています（写真）。歩道と車道の境目を区別するためにポ

ールが立っているのですが、見る見るうちに雪で埋まっていきます。 
――国際教養大学（以下AIU）は秋田市にありますが、秋田のどの辺ですか？  

花巻 秋田駅から二駅先の和田駅が最寄り駅です。周辺には自販機しかありません（笑）。そこからバスで約１５分です。バス

は 2 時間に1 本です。1 年生は全員「こまち寮」に入り（写真）、留学生たちとルームシェアします。2 年からは地元の生徒は

通学しますが、生徒の多くは学内の寮で生活しています。私も抽選に当たりました。こちらも二人部屋の方が多いです。 
――市街地から遠い分、学内のアメニティーは充実していますか？ 

花巻 学内のキオスクには生活に必要最低限のものしか置いていません。近くに AEON があるので買い物はそこで済ませま

す。AIU 生の 8 割はAEON でバイトしていますね。私もその中にある塾で教えています。でもAIU は宿題が多いのでバイト

でも頭を使うと疲れます（笑）。秋田駅周辺でバイトしている生徒もいます。 
――歓迎会やコンパはどこで行うのですか？秋田駅周辺には繁華街がありますが。  

花巻 こちらへ戻る最終のバスが21 時 15 分です（笑）。学内に”Cabin”というパーティーができる場所があり、そこをお借り
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してクラス会などをしています。 
――パンフレットを見ると図書館は24時間営業ですね。

洋書がぎっしり並んでいます。  

花巻 パソコンを使える部屋もあります。ここで毎日宿題

をしていますが、なかなか終わらなくて徹夜の日々です。 
――毎日学校と寮の往復、自然豊かで隔絶されたキャン

パスに勉強に必要なものはすべて揃っている。毎日が勉強

漬け、時々AEONということですね（笑）。 

 

◇４年で卒業できるのは50% 過酷な日常 

AIU は最近メディアでよく取り上げられています。大学

４年間はどのようなプログラムなのですか？ 

花巻 入学するとまずTOFEL のテストがあって、そのスコアでクラス分けされます。EAP (English for Academic Purposes）
という英語集中プログラムは３グレードあって、私は TOFEL が 500 点以上あったので EAP３からスタートし、春の

semester(４月～７月)で修了しました。今年は学生の８割が EAP３からスタートでした。グレードごとに１クラス 15 人ぐら

いにわかれ、クラス全員が同じ時間割で授業を受けます。speaking, reading, writing が中心です。 
――この後の授業がすべて英語ですからその準備ですね。他のグレードはどれぐらいのレベルですか？ 

花巻 EAP１が 460 点以上（註；英検準２級程度）、EAP２が 480 点以上（同２級程度）です。AIU は３semester 制で、春

にEAP１から始めた学生は秋の semester（９月～12 月）で２、冬（１月～３月）で３と進んでいきます。 
――花巻さんは春でEAPを修了したので秋からは次の段階、一般教養に当たる「基盤教育」に入っているわけですね。 

花巻 生物や中国語を取っています。カリキュラムの中から必要な単位数分を選択します。冬には数学も取ります。P.E（体

育）もあります。ウォーキングなんですけど（笑）。 
――これが噂の「すべて英語の授業」ですね。教養の授業も１クラス最大１５人。恵まれています。 

花巻 通常は２年の冬から１年間留学します。留学は必須です。2 年秋までに必要な単位数を取り、さらに TOFEL550 点以

上（英検準１級程度）が必要です。私も最近そのスコアに達しました。GPA（京都大学の回参照）の高い順に留学先が決まり

ます。帰国したらすぐ就活です。２年の秋から留学する学生もいます。 
――EAP１の人がsemester終了時に次のグレードのTOFELのスコアに達しなかったらどうなるのですか？ 

花巻 もう一度今のグレードからやり直しですね。 
――厳しいですね！ついていけない学生もいるのでは？ 

花巻 カウンセラーと相談して、半年ほど休学して学校を続ける

かどうかを考える生徒もいます。４年で卒業できる人は５割ぐら

いですね。 
――花巻さんは４年で卒業できそうですか？ 

花巻 ええ～まあ（笑）。秋に入学する制度もあります。「ギャッ

プイヤー入試」は、大学合格後４月から８月までボランティアな

どをして秋に入学し、その期間の活動が単位に認定されます。 
――秋のsemesterの時間割、１週の中に何回か同じ授業があって、

高校みたいです。英語はリーディングと英作で週５時間、生物は

実験を含めて3時間あります。英語で生物の講義って「？？？」ですね。  

花巻 大変です。でも面白いです。”field trip” といって白神山地まで実習に行ったりもしました。 
――秋田は自然豊かですからね。”academic reading” はどのようなことをしていますか？ 

花巻 3 人ずつの小グループになり、ひとりがリーダーになって教科書の文章を読み、summary, key words, question を考え

てきます。他のメンバーも予習をしてきて、3 人で議論します。最後の 15 分は全体でディスカッションします。内容は、イー

スター島で住人が起こした環境破壊と現在の環境問題との比較、監視カメラ社会など様々です。グループリーダーに当たると三重県立上野高等学校



責任重大で、summary を何度も何度もチェックします。  
――イースター島の話はジャレド・ダイアモンドの『文明崩壊』ですね。要約はポイントを押さえるのが難しいです。 

花巻 他には”timed writing” というのがあって、15 分以内に300words の英文を書いて提出とか、突然「今日はクイズをし

ます」とか。常に予習をしておかなければならないので大変です。 
――今日は私も話についていくだけで精一杯です（笑）。

勉強はきつそうですが、楽しい行事もありますか？ 

花巻 “bus trip” という企画があって、角舘や「なまはげ」

で有名な男鹿半島に行きました（写真）。学内にはイベント

委員会があってクリスマスやハローウィンなどが催されま

す。EAP 対抗の球技大会もあって、今でもEAP のクラス

の子たちとは仲良しです。またAIU として秋田の「竿燈祭

り」に出場します。男子は竿燈を持ち、女子は笛や太鼓を

奏でます。伝統行事は礼儀が厳しいです。 
――県立大学らしく地元密着ですね。とはいえ秋田の学

生はパンフを見ると全体の約16％、東北全体で35％、後は

他府県からの学生ですね。 

花巻 秋田の生徒はグローバル・セミナー入試（秋田県の高校生限定）や一般で入学しますが、秋田県の税金で運営している

割になかなか合格しないから不満が出ていますね（笑）。秋田の人は県外に出て就職する、といった雰囲気もあります。 
 
◇上には上がいる！ 土俵際からの逆襲 

――さて花巻さんがAIUを目指そうと思ったきっかけは何ですか？  

花巻 2 年生の時、母が新聞（『YOU』）で名張西高校の生徒がAIU に合格したという記事を見つけて、「これいいやん、行き

や」と（笑）。でも秋田は遠いなと。その頃は確か神戸市外国語大学を考えていたと思います。3 年生の夏に大阪で AIU の体

験授業があるということを HP で知り参加してみました。私も AIU は頭の片隅にはあって、志望校の最後の欄に書いたりは

していたので。行ってみると参加者のモチベーションが高くて、「ここに行きたい」と思いました。 
――「モチベーションが高い」とはどういう感じだったのですか？  

花巻 参加している生徒は英語がすごく話せて、「自分はまだまだだ」と思いました。AIU の学生が来ていて、プレゼンが上

手で、この大学に行けばこういうことができるようになるのかなとも思いました。 
――花巻さんは小学校3年生から3年半、お父さんの仕事の関係でカリフォルニアに住んでいました。英語はかなりの腕前

です（２年時GTECは700点以上）。私（担任の濱野先生も）は前任校が名張西高校で、一年間留学に行った生徒がAIUに入学

したのを知っていましたから、花巻さんにはいい選択だと思いました。それでまず推薦入試を受けたのですね？  

花巻 この時には変な自信があって、「まあいけるかな」と思っていました。 
――でも結果は不合格でした。推薦入試はどのような内容でしたか？  

花巻 英語小論文は「『地産地消』について300～500words で論じなさい」でした。面接は事前に提出した志望理由書をもと

に日本人の面接官が二人、ネイティブの方が一人、計三人から３問ずつ、「ここまでどうやって来ましたか」から始まって、志

望動機などを日本語や英語で質問されました。面接はいまひとつでしたが、小論文は「書けたかな」と思いました。 
――ちょっとショックでしたか。  

花巻 まあ、そうだったかもしれません（笑）。でもその直後に英検準１級に合格して、次はA 日程だと。 
――AIUは公立大学ですが入試は独自日程です。一般入試はA、B、Cと日程があり、センター試験で必要な教科数はAから

順に３教科、５教科、英語のみ、です。花巻さんは語学系の大学を目指していて、３年時は英語に比重を置く授業選択をして

いたので、Ａ日程とＣ日程を受験することにしました。Ａ日程の入試はどうでしたか？ 

花巻 Ａ日程は２月４日で、併願の私大と日程が重なって大変でした。センター試験が思わしくなく、二次は英語に加えて国

語の小論文があり、その対策はあまりできていなかったので、これはちょっと無理かなと。関西学院大学と関西大学も手応え

はあったのですが不合格で、結構この時期はしんどかったです。私立は立命館アジア太平洋大学に合格しました。 三重県立上野高等学校



――立命館アジア太平洋大学は大分ですね！全く逆方向です（笑）  

花巻 秋田に行くか、九州に行くかですね（笑）。 
――私も当時、花巻さんの英語力ならAIUに合格するのは難しくないと考えていました。しかし最近AIUは「就職に強い」

とメディアで大きく取り上げられ、急激に難化しました。受験は甘くないです。しかしここから花巻さんの逆襲が始まります。

C日程の入試まで残り約１ヶ月。勉強の方法で変えたところは？  

花巻 英語の小論文を濱野先生やALT の Ben 先生に見ていただきました（写真）。これまでは「自分でできるかな」と思って

いましたし、センター試験など慌ただしくて先生方にじっくり見ていただく機会がありませんでした。またAIU に自分が書い

たものをファックスするとEAP の先生に添削していただける、というサービスを活用しました。 
――小論文の学習では「第三者に見てもらう」という手順

が必須です。新たな取り組みで気づいたことは？  

花巻 自分では伝えているつもりが伝わっていなかったり、

「その”they” って誰？」というように代名詞が明確でなかっ

たり、topic sentence の内容がわかりづらかったり、テーマ

がずれていたり、トピックのアイディアがかぶっていたり、

ということがわかってきました。 
――日本語でも自分の考えを的確に伝えることは容易では

ありません。英語小論文の場合は”paragraph reading”の逆

ですね。”topic sentence”、自分の主張を書く段落の冒頭

にその内容を簡潔に示すことが求められます。  

花巻 私が聞いた話では、AIU は受験者が多いので採点者が

すべての答案を順番に丁寧に添削するのではなく、まず topic
を見て、そこで「これはだめだ」と思われたらもう読んでも

らえないとか（笑）。 
――第一段階のふるい落としはそういうものです。私は花

巻さんの書いたものを濱野先生から奪い取って（笑）読んで

いました。花巻さんは「私はこの意見に賛成です。理由は３

つあります。第一には…」というスタイルで書いていましたが、３つの理由がどれも同じように思えました。「topicをあげる

順番に注意して、３つめでconclusionが見えてくる文章にした方がいい」と濱野先生と話をした記憶があります。 

花巻 それは大学でも言われます。１番目と３番目の topic に気をつけるようにしています。 
――「書けるようになった」という実感とか、何かコツみたいなものはつかめましたか？ 

花巻 いえ、そんなに自信は持てなかったです。とにかくたくさん書いて、添削していただきました。問われるテーマも様々

なので、テーマ別にファイルをつくって練習しました。この経験は今でも役立っています。 
――C日程の問題、テーマは「10年後の家族のあり方はどうなっていると思うか」。書けましたか？  

花巻 いつもとは傾向が違っていていました。「どうしよう」と思いましたが、数日前に似たようなテーマを練習したので、そ

れを思い出しながら書きました。自信はなかったのですが、書き終わった後の達成感はありました。 
――C日程はセンター英語200 点、二次200点。英検準１級を取得しているとセンターの点数が満点とカウントされます。

合格者は発表によるとセンターの平均が197点ですから、英語に絶対的な自信を持つ人ばかりです。  

花巻 C 日程（3 月15 日）の直前に東北の大震災がありました。入試が行われるのかすごく不安でした。 
――東北大学では後期の個別入試は中止になりました。AIUのHPには「入試は実施します」と出ていました。在校生の安否

確認や大学付近の放射線量の情報！なども掲載され、受験生にとって震災は他人事ではありませんでした。  

花巻 しかも B 日程で定員 50 名のところ 100 人が合格していました。もう C 日程はやらないのではと。倍率は発表では 40
倍でしたが最終的には20 倍でした。センターリサーチを見ても、誰が受けに来て、誰が第一志望なのかわからないし。 
――後期日程はどれぐらいの力の人が何人集まるか全く見えません。またAIUは他の国公立と併願可能なので「歩留まり」

を多めに取ります。何が起こるかわからないのでチャレンジするしかありません。ただ、秋田は震災の被害が大きかった地域三重県立上野高等学校



とは離れているとはいえ、「秋田に行く！」という決意は揺るがなかった訳ですね？ 

花巻 そうですね。ただやめた子も結構いるみたいです。岩手にボランティアに行きました。かなり復興しましたがまだまだ

です。「AIU サポーター」というのがあり、震災直後はボランティアを募集して週1 回現地に行っていました。 
 
◇大学からは「英語を使って何ができるか」が問われる 

――20倍の難関をくぐり抜け、見事合格を果たしました。今は充実した日々を過ごしている訳ですね。 

花巻 最初は合格を信じてもらえませんでした。みんな「えーっ」とか（笑）。今は本当に忙しいです。AIU は辛いですが忙

しいのは意外といいことです。予習や宿題がいっぱいあって徹夜になってしまいます。土日も宿題のことばかり考えています。

バイトもあまり入れられないです。テレビも帰省して久しぶりに見たという感じです。カフェテリアや寮のロビーでは CNN
やBBC が放映されていますが、勉強が忙しいのでテレビを見るような暇はないし、寮に帰ったら寝ます（笑）。 
――最後に上野高校の後輩に向けてメッセージをいただけますか？  

花巻 AIU を目指している後輩っていないんですよね。 
――ごく少数ですね。外国語学部を志望する生徒は少なくありません。 

花巻 英語はやはり話さないと身につきません。日本人は文法にこだわりすぎだと思います。 
――上野高校の授業も文法中心ですが、花巻さんが話すことが得意なのはプラスαで何かしているからですか？  

花巻 元々海外で生活していたこともありますが、日本に戻ってきてからも忘れないように会話ができる個人塾に通っていま

した。後は本を読んだり、CNN のニュースを見たりしていました。 
――語学は耳からですね。毎日聞いたり話さないと忘れる、というのは現在私も痛感しています。 

花巻 でも上野高校の授業では文法をしっかり学習しました。文法は高校に入る前までは感覚でやっていたので。センター試

験に役立ちました。語学はやはり基礎からの積み重ねだと思います。 
――何事もバランスです。私たちも日本語を話す時にいちいち文法を考えたりはしませんが、敬語はきちんと学習して話せ

るようになります。他の勉強はどうしていましたか？  

花巻 それを聞かれるとまずいですね（笑）。あまりやっていませんでした。一般教養では、B 日程で入った学生には英語授業

は辛いですが、日本語で内容がわかっていれば英語でも理解できるという面があります。私は生物の授業で苦労していて、冬

からは数学の授業があるのですが、高校時代にもう少しやっておけばと今は後悔しています。もう一回やれるチャンスをもら

ったと考えています。英語だけできても全然役にたちません。 
――高校の勉強はどの科目もきちんとやっておかなければなりません。知識がなければ英語が得意でも内容が理解できませ

ん。AIU が様々な入試形態を置く理由はそこでしょう。英語のスキルが高い人、教養のある人たちがともに学ぶことに意味が

あると思います。ただAIUではゆっくり好きな本を読んで教養をつけるというのは難しそうですね。  

花巻 授業で教養をつけるしかないです。今、日本語の本を読んでいますが全然進みません。縦書きがきついです（笑）。メッ

セージは…、何事にもチャレンジすること、「英語を学ぶ」

ではなくて「英語を使って何ができるか」を意識するこ

とです。語学はツールのひとつです。私は、現在日本は

移民の受け入れを行っていませんが、将来的には増加す

ると思われる外国人労働者の手助けをしたいと考えてい

ます。すでに外国人看護師の受け入れが始まっています。

でも留学に行って価値観が変わるかもしれません。AIU
で教養を身につけて、色々なことを考えて、専攻を絞ろ

うと考えています。 
――大学へ行ってやりたいことが変わるのはよくある

ことです。教養を身につけ、新しいことにチャレンジし、

視野を広げる中で自分のやりたいことを見つけてくださ

い。ありがとうございました。 
竿燈祭りにて 真ん中が花巻さん 三重県立上野高等学校



 

国際教養大学 おまけフォト 

 
中部空港から約70分 大学は空港の近くにあります。   緑豊かなキャンパス。桜は四月下旬が見頃です。 

 

 

AIUのマスコット ONE（ワン）くん。 世界遺産（自然遺産）の白神山地。広大なブナの原生林は動植物の宝庫。 

 

 
きりたんぽ作りの体験。米から作ります。        竿燈祭り。東北の祭りはどこも地域色豊かで盛大です。 

向かって左から３番目が花巻さん。           こうした経験ができるのも大学生ならではです。 三重県立上野高等学校


