
留学生活レポート ２０１６年秋 

マウント・ホリヨーク大学 
 

アメリカでの大学生活が始まってから様々なことがありましたが、振り返ってみればあっという間の
一学期目でした。この一学期を振り返る前に、私の通うマウントホリヨーク大学について少しご紹介さ
せていただきます。 
 Mount Holyoke College は、アメリカ・マサチューセッツ州にあるリベラルアーツカレッジで、アメ
リカ最古の歴史を誇る女子大です。セブンシスターズの一校でもあり、歴史と伝統を大切にしながらも
新しいものを取り入れる校風です。学生の４分の１は私のような留学生で、LGBT の学生にも優しいキ
ャンパスとしても知られており、本当に多様性あふれる学校です。学業面では他のリベラルアーツカレ
ッジと同様、教養を大切にしており、専攻に関わらず、多くの分野のコースを受講することが勧められ
ます。また、キャンパスは自然豊かなところに立地しており、空気も夜の星空もとてもきれいです。 
 大学では寮に住んでいます。マウントホリヨーク大学には寮が１０つほどあり、最初の一年は住む寮
とルームメイトはランダムに決められます。ルームメイツとも気が合い、とても快適に過ごしていま
す。課題が多いので、私は平日も休日も図書館で過ごすことが多く、夜遅くに部屋に帰ることもしばし
ばあります。そんなときに支え合えるルームメイツがいてとても良かったと思っています。 
 課外活動としては、乗馬のチームに入っています。全米２位の強豪チームで、コーチもチームメイト
もとてもレベルが高く、刺激を受ける日々です。私は乗馬を大学から始めましたが、本当に楽しく、練
習のない日でもおやつのりんごを持って馬たちに会いに行くほど私の生活の一部になっています。 
 

 
写真は、伝統的なイベント、Mountain Day（秋のある一日に授業がキャンセルになり、 
みんなで山登りをする日。いつがMountain Day かは当日まで誰も知らず、学⻑の気分で 
決まる。）にルームメイツと山頂で撮ったもの。 



留学生活レポート ２０１７年春 

 雪が降り積もる中、スノーブーツを履いて授業に向かっていた学期始めが遥か昔に感じられるほど、今
学期は忙しく充実した学期となりました。今学期は、アカデミックな面でも課外活動の面でも生活面で
も、新しい発見や経験が多くありました。 
 アカデミックな面では、やはり自分は化学が好きなのだということを再発見しました。ただ頭に知識を
詰め込まれる授業ではなく、「なぜ」「どうして」を大切にした、質問も意見も大歓迎の授業でした。興味
のある内容であればあるほど、次々と疑問が浮かんでくる私にとって、いつでも質問が受け入れられると
いう教授やクラスの雰囲気がとても好きでした。また、今学期はフルートアンサンブルの授業も取り、中
学以来離れていたフルートに戻ることができました。合唱も先学期から取っていた Chorale という大人
数の合唱に加えて、Chamber Singers という主に古典音楽を扱う、少人数でハイレベルなグループのオー
ディションにも受かり、こちらの合唱の授業も取りました。レベルの高い仲間に囲まれて、刺激的な時間
になりました。 
 また、今学期最も大きかった変化は、所属している乗馬チームでの活動でした。私の通うマウントホリ
ヨーク大学は乗馬チームがとても強く、毎年全米大会に出場しています。今年も高い競争率の中、地区大
会と支部大会を勝ち抜き、全米大会への切符をチームとして手に入れました。乗馬はレベルごとに競技が
行われますが、私は初級部門のチーム代表に選ばれ、全米大会に出場させていただくことになりました。
昨秋に乗馬を始めたばかりで、まさか自分が選ばれるとは思ってもおらず、選ばれた嬉しさやプレッシャ
ーよりも驚きばかりが大きく、ただ唖然としてコーチの話を聞いていたことを覚えています。それから大
会までの１ヶ月間、毎朝練習をしました。先学期と同様にあった大量の宿題や、フルートや合唱のコンサ
ートの練習に加えて毎朝乗馬の練習があったことは体力的にも精神的にもこたえましたが、練習の成果
が目に見えて分かったときや、チームに貢献できていると感じたとき、「もっと上を目指したい」という
気持ちでいっぱいになり、勉強も練習もモチベーションを保つことができました。周りのサポートのおか
げで、全米大会で６位入賞したときは、本当に感無量でしたし、それまでこれといった特技のなかった私
にとって大きな自信につながりました。来学期も、より上を目指して楽しく乗馬を続けていきたいと思っ
ています。 
 他にも新しい経験として、大学にある日本のお茶室で働き始めました。普段は庭園とお茶室のツアーを
していますが、高校で茶道部に所属していたこともあり、ぜひ日本の文化を伝えるためにお茶会を開かせ
てもらいたいというお願いを快く聞き入れてもらい、何度か小さなお茶会も開催しました。日本の文化に
興味を持っている人は私が思っていたよりもずっと多く、⺟国の文化を伝えられる機会を与えられてと
ても嬉しく思います。マウント・ホリヨーク大学は、学校全体として多様性を受け入れる校風があり、学
生全体の約４分の１が海外からの留学生であり、宗教も様々、LGBTQ の学生も多くいて、様々なバッ
クグラウンドを持つ学生が集まっています。今年から始まったDiversity day（学内のあらゆる多様性を祝
福する日）では、大学全体をあげて様々な多様性について話し合ったり、学外からのゲストスピーカーの
話を聞いたりする機会があり、多様性に関する理解がより深まりました。このような大学はアメリカでも
多くはなく、このような環境の中で学ぶことができて幸せだと思っています。お互いを認め合える環境に



いるからこそ、これからも他者から学び吸収するとともに、私のもつものも共有していきたいです。 
 全体として、今学期はアカデミックと課外活動のバランスに苦労したという印象がありました。来学期
から、専攻の専門科目を少しずつ取り始め、今学期よりも更に忙しくなりそうなので、課外活動に励みな
がらも、勉学を疎かにせず、授業で多くを吸収していきたいと思います。 
  

 
写真は、ルームメイトと１年生最後の日に撮ったもの。ルームメイトに恵まれ、 

お互いに助け合いながら、仲良く充実した寮生活を送ることができました。 

 
写真は、乗馬のチームメイトと撮ったもの。ショー 

（試合のこと）には、このような服装で出場します。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
大学内にあるチャペル。合唱やオーケストラのコンサートはここで行われます。 

 
写真は、全米大会出場チームのメンバーと応援組で撮ったもの。大会は、ケンタッキー州で行われました。 



留学生活レポート ２０１７年秋学期 

 マウントホリヨーク大学での生活も二年目に入りました。昨年は何をするのも初めてで、様々な出来事
に対して驚いたり感動したりしていましたが、今年は二年目に入り、昨年よりも落ち着いて過ごすことが
出来たように思います。 
 学習面では、専攻を二つ決めたことが今学期のハイライトになります。決めた専攻は、生化学
（Biochemistry）と心理学（Psychology）です。専攻を Declare（宣言）したからと言って、何かが大き
く変わるということはないのですが、これから卒業までに取るコースが大体決まり、自分の進みたい方向
性が決まったことでやはりモチベーションも高まりました。取るコースも今学期は似た題材のものが多
くなった印象です。心理学は今学期から専門的な心理学の分野を学び始め、異常心理学と脳・行動・免疫
学の二つのコースを取りました。それに加えて神経科学と有機化学を取り、学んでいくうちに四つのコー
ス全ての繋がりを感じました。例えば、異常心理学で学んだ精神障害の生物学的な原因をその授業内では
深く触れられなかったけれど、神経科学の授業で同じ題材を生物学的な視点から扱い、より深く理解がで
きるようになりました。他にも、昨年に引き続き二つの合唱のコースを取りました。これまでは科学系、
社会科学系、芸術系（音楽）のコースを主に取ってきましたが、せっかくリベラルアーツカレッジにいる
ので、来年度は人文学系のコースも取ってみたいです。また、来学期からは生化学の教授の実験室で働く
ことになりました。細胞死プログラムについての研究室です。初めての経験なので、緊張していますが、
とても楽しみです。 
 生活面では、日本語と化学のメンターを今学期から始めたことが一番大きい変化でした。マウントホリ
ヨーク大学は大学院を持っていないので、どの科目も上級コースを履修している学生がチューターをし
たり、宿題を教えたりするシステムがあります。私はもともと人に教えることがあまり好きでも得意でも
なかったので、学期始めは毎回セッションの時間を迎えるのをストレスに感じていました。しかし、時間
が経つにつれて、教えることにやりがいと面白さを感じるようになりました。また、セッションを重ねる
ごとに自分自身の成⻑も感じられました。 
 乗馬も昨年からずっと続けていることの一つです。今学期は二回あった全米規模のトーナメントにも
チームの初級レベル代表として出場させてもらいました。春に開催される全米大会で顔を合わせること
になる選手たちと実際に同じリングの中で戦うことが出来て、とても良い経験になりました。勉強も、乗
馬や合唱を含めた課外活動も、どちらも一生懸命に取り組める環境に身を置けることに大きな幸せを感
じています。毎日がとても忙しいですが、決して⻑くはない四年間の大学生活が終わった時に「やり残し
たことはない」と思えるように、勉学も、それ以外の日々の活動も、これからも全力で取り組んでいきた
いと考えています。 
 
 



 
（写真）毎年恒例の伝統行事、Mountain Day に友人たちと撮ったもの。 
今年も皆で山を登り、頂上でアイスクリームを食べました。 
 

 
（写真）乗馬の試合後の一場面。 
 
 
 
 
 
 
 



留学生活レポート ２０１８年春学期 

 ⻑い⻑い冬が明け、やっと春が来たと思う暇もなくファイナル（期末試験）期間に突入し、夏休みに入
ってしまいました。ついこの間入学したと思っていた大学での生活も、あっという間に半分が過ぎまし
た。この二年間は⻑かったようで短く、このまま卒業でよいのかと問われれば、はっきりと答えを出すこ
とは出来ませんが、一日一日を全力で過ごしてきたことは確かです。二年目を終えた学生たちのための伝
統的なセレモニー、Ring and Rose が私の大学で毎年春に行われます。このセレモニーでは、Connection 
Class と呼ばれる、自分たちのちょうど５０年前のクラス（わたしの場合はClass of 1970）の卒業生から
クラスカラーのバラとリングを受け取ります。このセレモニーを機にこの二年を振り返ると、二年前の自
分と比べてわたしは大きく変わったことに気がつきました。周りには世界中からの友人たち、乗馬チーム
の仲間たちは本当の姉妹と呼べるような仲で、切磋琢磨しながら共に勉強ができるクラスメイトや悩み
があれば親身になって相談に乗ってくれる教授とコーチたちに囲まれています。様々な分野の学問に触
れ、目は世界中に向くようになりました。大自然の中で毎日いろいろなことを経験し、吸収し、成⻑しま
した。まだ学生生活の半分ですが、このような素晴らしい体験をさせていただけている環境に感謝の気持
ちでいっぱいです。 
 
【学習面】 
 今学期は学習面で大きな変化はありませんでしたが、心理学のリサーチメソッドを履修したことをき
っかけに心理学の研究にも興味を持つようになりました。このコースは講義と Lab の二つで構成されて
おり、講義で学んだ内容を活用して Lab で実際にリサーチをするという内容でした。私は二人のクラス
メイトと一緒に、人種と魅力の関係（The relationship between race and attraction）というテーマで研究
を行いました。既存の論文から情報を集め、その情報を使って自分たちのテーマの仮説を立てて、実際に
公衆からデータを集めました。その結果をもとに統計学的な分析をし、結論も含めた論文にまとめまし
た。心理学専攻の必修科目という理由で履修をしたのですが、思っていたより興味深く、心理学リサーチ
の魅力に引き込まれてしまいました。一学期のコースだったので、期間内に終わるようなシンプルなテー
マを設定しなければなりませんでしたが、将来的には心理学の教授と Independent Study という形で研
究を続けることも、別のテーマでより深い研究を始めることも可能なので、興味のあるテーマを決めて挑
戦してみたいと考えています。 
 生化学の分野でも、今学期は研究室で脂肪体の組織改造についての研究を始めました。組織改造は怪我
の傷や腫瘍の転移などにも関わっている現象で、それについてもっと解明していくことは将来の医療の
発展につながります。私の研究チームは、その中でもショウジョウバエがさなぎから成虫になる際の脂肪
体の組織改造に目を向けたテーマで研究を行っています。幼体から成虫になる際の脂肪体の組織改造は
とても重要で、うまく機能していないと命を落としてしまいます。組織改造の異常を起こす遺伝子がたく
さんあり、それぞれの遺伝子の第３染色体上の位置を突き止める作業を行いました。具体的には、組織改
造異常を起こす遺伝子を持つハエと、既知の変異体の遺伝子を持つハエを交配し、その子孫がもつ変異体
の種類の割合から染色体上の位置を絞り込むというものです。私たちはそのうちの一つの遺伝子の位置



を計算しました。来学期からは他の遺伝子の位置を計算していく予定です。今学期は、研究の内容を理解
したり、作業の仕方を習って覚えたりする時間が必要でしたが、来学期はその時間が短くなるので、より
効率良く作業をすることができると思います。メンターの教授や研究室のメンバーと過ごす研究の時間
はいつも和気藹々とした雰囲気で、とても良い環境の中で研究をすることが出来ています。 
 
【生活面】 
 今学期も先学期に引き続き、日本語と化学のメンターをしました。どちらの方も、学生に教えることに
大きなやりがいを感じることができました。学期、年間を通して学生たちが成⻑する姿を見られ、一人一
人の大きな成⻑に感動しました。また、自分の能力を使って、他の学生の役に立つこともでき、嬉しく思
っています。来年度は何をするのか、まだ決まっていませんが、日本語のランゲージアシスタント、また
は有機化学の実験のTA をしようと考えています。どちらも今年度のポジションよりレベルが上ですが、
今年度学んだことを役立てて努力します。 
 乗馬は大学一年目から続けていますが、今年度はチームの中での自分の立ち位置が少しずつ変わって
いることに気がつきました。昨年度は、乗馬を始めたばかりの右も左も分からない一年生でしたが、今年
度は乗馬やチームに関する知識も少しずつ増え、新しく入ってきた一年生に様々なことを教えられる立
場になりました。そして、学期末には幹部のポジションに立候補をし、選挙で選ばれ、来年度のチームの
リーダーとして活動することになりました。乗馬についてはまだまだ勉強中なので、リーダーとしてチー
ムメイトを導くことに不安もありますが、とても楽しみです。昨年に引き続いて乗馬の全米大会にチーム
の代表として出場させてもらえたことも、あたらしい一歩を踏み出す後押しとなりました。昨年と同様、
全米大会の前の一ヶ月はほとんど毎日、朝一番の授業の前の早朝から練習をし、勉学の方も学期末の試験
が近いことも重なって精神的にも身体的にも疲れ切ってしまうようなスケジュールでしたが、チームメ
イトと共通のゴールに向かって切磋琢磨する時間はとても充実していました。結果としては、チームで総
合７位を取ることができました。他では決して味わえないような貴重な経験をさせていただいているこ
とに感謝の気持ちでいっぱいです。チームで出会った友人は”Friends for life”と私のコーチはよく言いま
すが、本当にその通りだと思います。苦楽をともにしたチームメイトたちとの思い出は一生私の中で輝き
続けると確信しています。 
 
 今学期も勉学、生活、ともに充実した時間を過ごすことができました。残りの学生生活も２年となり、
卒業や大学院進学のことについても考え始めなければならない時期になってきました。３年目は腰を少
し落ち着けて、一日一日を大切に過ごしていきたいと思っています。 
 
 
 
 
 



 
大学生活の半分の終了を祝うセレモニー、Ring and Rose での来年のルームメイトたちとの一枚。
Connection Class (ちょうど５０年前の卒業生)からバラと指輪を受け取る伝統行事です。 
 

 
朝日を見るRising Hike にルームメイトと 
出かけたときの一枚。 
 
 

 

 
平等な世の中をつくるためのカンファレンスにて、 
友人との一枚。 



留学生活レポート ２０１８年秋学期 

 あっという間に３年目に突入してしまった大学生活。勉学、生活面、文化、どれも大学で過ごす日数を
重ねるうちに慣れてきましたが、毎学期何か新しいことを始める自分がいるので、入学してから５学期目
の今学期も新鮮な日々を送ることができました。 
 前学期末、一年生の頃から続けていた乗馬のチームのManager というポジション（日本のマネージャ
ーとは違い、どちらかというと部⻑に近いイメージ）に選ばれ、今学期から正式に活動を始めました。乗
馬は大学で始めたので、他のメンバーと比べて乗馬に関する知識は豊富ではなかったのですが、キャプテ
ンやコーチに助けられて無事に学期を終えることができました。覚悟はしていましたが、この役職につく
ことで、日々の練習や毎週末の大会に加えてたくさんの時間を費やすことになり、とても忙しい１６週間
でした。また、２年生の後半に始めた遺伝学の研究も、より主体的に携わる立場になり、研究室で過ごす
時間も増えました。履修するコースも専門的なものが増え、内容も詳しく、難しくなりましたが、その分、
学び甲斐のあるものばかりでした。 
 夏休みにガーナで行なったインターンシップも私の将来の目標をはっきりさせ、今学期のモチベーシ
ョンを保つ要因になりました。インターンシップの内容としては、最初の２ヶ月を日本で募金や啓発の活
動をしたり、NPO に寄付する老眼鏡６００個を集めたりし、その後５週間をガーナで現地の眼科医と一
緒に医療活動をして過ごすというものでした。２０万円を目標に行なったガーナへの募金活動は「すぐに
集まるだろう」と甘く考えていた私の期待を裏切り、毎日のようにどこかのイベントに赴いてプレゼンテ
ーションをさせていただき、寄付金を集めました。最終的にはたくさんの方に協力していただいて目標を
達成し、行動を起こせば思いは通じるんだと改めて感じました。ガーナでの活動も人生の糧となる経験に
なりました。1 日４０人の白内障手術を無料でするドクターや、近くに病院のない村に出張して1 日４０
０人以上の患者さんを無料で診る眼科チームと一緒に働くうちに学んだものは想像以上でした。ガーナ
で過ごした５週間を通して、私は将来グローバル医療の改善に貢献できる職につきたいという思いが増
し、学期中もたびたびこの経験を思い出しながら勉学に励みました。 
 
【学習面】 
 今学期は通常の４クラスを超えて７クラス履修したので、授業外の自由時間のほとんどを宿題や予習
で費やし、夜遅くまで友人たちと勉強をして過ごす日々でしたが、履修したコースはどれも楽しく、とて
も実りのある学期となりました。学習面でのハイライトは、英文学を履修したことだと思います。これま
での二年間は理数系と社会科学をメインに受講しており、英文学を受講するのは初めてでした。分厚い本
を何冊も早く、たくさん読むというようなコースを想像していたのですが、このコースの教授はその正反
対で、それぞれの本にじっくり時間をかけて、細部に注意を払いながら丁寧に何度も読む、というスタイ
ルでした。例えば、一段落に注目して、その中でどんな単語が繰り返されているのか、その繰り返しを使
って筆者は何を伝えようとしているのか、隠れた意味はあるのか、など読み取り、話し合いました。その



おかげで、これまで知らなかった本の読み方を知り、批判的に読書をする力を身につけることができまし
た。来学期は上級のアイルランド文学のコースを履修するつもりです。英文学入門よりもレベルが上で難
しくなると思いますが、どんな学びがあるのか楽しみです。 
 他には、生化学専攻のコースを三つと心理学のセミナーを受講しました。心理学のセミナーは、言語と
認知についてで、言語の違いによる色、時間、動作、空間、数字などの認知の違いについて学びました。
例えば、ロシア語には二種類の⻘があるので他の言語を話す人より⻘色の識別が早い、とか、数字のない
言語を話す人は３以上の数の概念がない、とか、音調言語を話す人は絶対音感になりやすい、とかいうテ
ーマに関する論文を賛否両面から読み、クラスで話し合いました。１３人の小さなセミナーでしたが、そ
れぞれが話せる言語を合わせると８言語もあって、それぞれの経験を交えながらディスカッションをす
るのが楽しく、多くの学びがありました。日本語もたびたびトピックに登場し、これまで考えたこともな
かった日本語の側面を知り、考えることができました。 
 来学期はメディカルスクール進学に必要な共通テストを受験する予定なので、授業の合間を縫って受
験勉強をすることになります。授業数は抑えたつもりですが、それでも平均よりは多いので、今学期より
も忙しくなると思いますが、メリハリをつけて楽しい日々を送りたいと思っています。 
  

 
乗馬の大会で、チームメイトと  

大学行事にて、友人とクラスカラーの⻘を着て 



   
エリックカールミュージアムにて 

  

  
乗馬チームのキャプテン、副部⻑と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ポスター研究発表会にて、グループのメンバーと 



留学生活レポート ２０１9 年春学期 

 マウントホリヨーク大学に入学してから早くも３年が経ちました。４年間の大学生活も残すところ一
年となってしまったのが信じられません。今学期はこれまでと比べて少し余裕を持たせてスケジュール
を組んだつもりだったのですが、各コースのレベルが上がったこともあり、今学期も忙しく盛りだくさん
のセメスターになりました。 
 学習面では、認知心理学とアイルランド文学が最も興味深かったです。認知心理学は主に脳についての
学問で、これまでに学んだことのある神経科学と重なるところもあったのですが、新しい学びもたくさん
あり、とても面白かったです。特に、教授が専門で研究をされている脳の可塑性についての分野がとても
興味深く、教授のオフィスで詳しく教えてもらったり、語り合ったりしました。アイルランド文学は、先
学期履修した英文学を教えてくださった教授がとても好きで、ちょうど授業のテーマも好きだったので、
取ることに決めました。もともとは、pre-med の必修で英文学が２セメスター分必要だったために英文
学とアイルランド文学を取ったのですが、この教授の文学クラスはとても面白くて、理数系のクラスだけ
では絶対に学べなかったことをたくさん学ぶことができたので、履修して本当に良かったと感じていま
す。それでも、英文学専攻の学生しか取らないようなレベルのクラスだったので、読む量も多く、ディス
カッションや課題エッセーのテーマも、もはや文学なのか哲学なのか分からないような内容で大変でし
たが、そんな経験も理数系の授業だけではなかなか味わえなかったと思います。 
 また、遺伝の研究も、始めてもう二年目になります。これまで一緒に研究をしていた二人の学生は今年
卒業で、来学期からは私と新メンバー二人で研究をすることになります。研究をしていれば当たり前です
が、結果が予想通りにいかないことや、トラブルがあってなかなか前に進めないこともたくさんあり、教
授とミーティングを重ねてプロジェクトを進めました。来学期からはこのプロジェクトをテーマに卒業
論文を書く予定なので、引き続き頑張っていきたいです。 
 課外活動としては、今学期も乗馬と合唱を続けました。乗馬では、今年は個人で全米大会に出場するこ
とができました。昨年まで２年間出場したチーム代表とは違って、個人出場は本当に個人の努力によって
決まるので、地区大会、支部大会で勝ち残って、全米大会への出場が決まった時には本当に驚きました。
全米大会は今年も期末試験の週と重なっていて、早朝の練習に加えてテスト勉強をするのはとても大変
でしたが、チームメイトやコーチに恵まれた環境であまりストレスなく過ごすことができました。結果
は、６位入賞で、少し悔しい思いも残りましたが、とても良い経験になりました。先学期から任されてい
るマネージャーのポジションにも慣れてきて、スムーズに仕事ができるようになってきました。リーダー
シップスキルに加えて、部員４０人全員の情報を管理したり、学校と連絡を取り合ったりする能力も身に
ついてきたと感じています。仕事量は多く、大変なことも多いですが、とてもやりがいを感じられる仕事
で、来年もマネージャーを続けることになりました。 
 夏休みは、がん研究で世界をリードするテキサス州・ヒューストンのMD Anderson Cancer Center で
２ヶ月半、肝臓ガンの研究をすることになりました。がん研究において全米一のこの病院で研究をするの
が夢だったので、インターンが決まった時はとても嬉しかったです。最終学年を迎える日が少しずつ近づ
いてくるにつれて、卒業後の進路についていよいよ本格的に考えなければ、という思いに駆られてきてい



ます。このインターンでの経験も、私の将来のキャリアを考える上で大切な材料となると思うので、研究
を楽しみつつ、様々なことをしっかりと吸収してきたいと思っています。 
 

 
キャンパス内で撮った一枚。 
とても歴史あるキャンパスで、よくハリーポッターの 
ホグワーツに似ていると言われます。 
  

 
友人との一枚。冬は寒さが厳しいですが、雪が降り
積もったキャンパスはとても美しいです。 

 

 
短期休暇を利用して訪れたカナダ・モントリオールの 
ノートルダム大聖堂。 

 
春になるとキャンパスは緑にあふれ、 
色とりどりの花が咲きます。 



留学生活レポート ２０１9 年秋学期 

 マウントホリヨーク大学での生活も、早いものでもう最終学年に入りました。今年は、何をするにも
「ああ、これが大学でする最後の◯◯なんだ」と感慨深くなることがよくありました。例えば、毎年恒例
の学校行事や、一秒の差で運命が決まる毎学期の履修選択。どれを取っても思い出の深いものです。しか
し、不思議と、後悔や何かをやり残したという気持ちは全くなく、あとは卒業に向けてまっすぐ進むのみ
だと考えています。そう思えるのはきっと、マウントホリヨークで三年間、本当に自由に、やりたいこと
は全て全力でやってきた、そして、そんな私を応援しサポートしてくれる環境がアメリカにも日本にもあ
ったおかげです。 
 

 
大学内の湖沿いの道。今年の秋は、例年にも増して紅葉が綺麗でした。 

この景色を大学生として見るのも最後でした。 
 
 最終学年ではありますが、まだまだ知らない世界は広く、今学期もまた新たな挑戦をする機会がありま
した。例えば、四ヶ月近くある夏休暇を利用したインターンシップ。これまでの夏休みは、日本、カンボ
ジア、ガーナと海外で過ごしてきたのですが、今回は数年前からの夢であった、ガンの研究において世界
一の研究施設でインターンをさせてもらえることとなり、初めてアメリカに残って夏を過ごしました。も
ちろん、がん研究で世界をリードするだけあって、求められるレベルが高い上に研究のペースが早く、苦
労することも多くありましたが、教授やメンターのご指導の下、中身の濃い時間を過ごし、また、自分の
研究への情熱を再確認することができました。 
 



 
夏はMD Anderson Cancer Center で肝臓ガンの研究をしていました。 

 
 学習面では、Medical Anthropology（メディカル人類学）が最も印象に残っています。アメリカ国内
や世界で起こっている健康問題や病気を人類学的な視点から批判的に考察する、というものです。医者
や薬による治療がすでに起こってしまった現象（病気）に対する、川の流れに例えるなら「下流」的措
置であるとすれば、メディカル人類学は、健康問題の原因を政治的な力や資本主義の中に見出し、問題
の根本＝川の「上流」に措置を施します。例えば、米アリゾナ州に、住⺠の大半が糖尿病に疾患してい
るネイティブアメリカンの地域がありました。住⺠の大半が糖尿病にかかっているのならば、糖尿病へ
のリスクが高まる遺伝子が見つかるに違いない、と多くの医師や研究者が集まりましたが、実際の原因
は、白人の侵略により地域を潤していた川がダムで止められ、地元の経済を支えていた農業を行うこと
ができなくなったことによって生じた貧困でした。それまで自分たちで生産していた作物が取れなくな
った上に、健康に良い食べ物を買うお金もなく、糖分や脂肪の多いファストフードを多く口にすること
になったため、糖尿病の患者が激増したのでした。その背景には、少しでも利益を増やそうという資本
主義の考えがあります。現代社会に生きる私たちは「Science」に真実を求めてしまうことが多いです
が、一歩引いて違う視点から物事を見ると、より大きな枠組みが見えてくるのだと学びました。 

 



 
年度始めの大学行事では、コーラスのメンバーとして歌のパフォーマンスをしました。 

四年生だけはクラスカラーに加えて卒業ガウンを着ています。 
 

 生活面では、今学期も乗馬に合唱に、毎日が忙しく充実した日々でした。来学期はいよいよ最後で
す。五月には卒業論文も医学大学院の共通テストMCAT の受験も終わり、二年間続けてきたマネージ
ャーのポジションも次の人に引き継ぎ、大学最後の乗馬の試合もファイナル（期末試験）も全てが終わ
っているのだと思うと信じられません。四年間を共に歩んできた友人たちと過ごせる時間も残るところ
数ヶ月となりました。卒業まで、友人と過ごす時間や自分自身と向き合う時間も取りながら、一日一日
を大切に過ごしたいと思います。 

 
恒例の伝統行事、Mountain Day で乗馬のチームメイトたちと。 

Mountain Day がいつなのかは学⻑が決めますが、その日になるまで 
学生も教授たちも知らされず、当日は授業が全て休講になります。 

 
 

 

 

 

 



留学生活レポート ２０２０年春学期 

 ⻑いようで短かった四年間の大学生活がついに終わりました。５月に卒業の日を日本で迎えようとは、入学
した四年前も、最後の冬休みを終えてアメリカに戻った半年前も、夢にも思っていませんでした。「友人たち
と同じ屋根の下で暮らし、一緒に授業を受けたり、図書館で勉強したり、食事をしたりできるのもあと数ヶ
月。卒業まで、一日一日を大切に過ごそう。」そんな思いとともに始まった最終学期でしたが、学期途中のあ
る日、その「あと数ヶ月」が「あと数日」になってしまいました。春休みまであと５日、というところで新型
コロナウイルスのために授業はオンラインに移行するので、学生は一週間以内に大学から出るように、とのお
達しが来たのです。あまりの突然さに始めは⼾惑いましたが、悲しんでいる時間はない！と、学生が主体とな
って卒業までの３ヶ月分の行事を４日間にぎゅっと詰め込み、結果的にはとても濃い時間となりました。突然
に終わってしまったアメリカでの大学生活でしたが、振り返っても心残りは全くありません。四年間、好きな
ことはとことんし、やってみたいことは何にでも挑戦し、新しい学問にもたくさん出会い、これ以上ないほど
大学生活を満喫しました。専攻の生化学、心理学、認知神経科学はもちろん、他にも英文学、人類学、哲学、
音楽、物理学、歴史、地質学など、四年間で数多くの学問に触れ、新しい分野に足を踏み入れるたびに自分の
視野が広がっていくのを実感できました。また、生活面でも、国籍、ジェンダー、経済的背景など様々な面で
多様性豊かなマウントホリヨークで多くの人と出会ったことで、考え方や社会の見え方が変わりました。そん
な環境で大学四年間を過ごすことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 
大学を出る前日に撮ったルームメイトたちとの一枚。 

 
 また、今学期の学習面でのハイライトは卒業論文の執筆だったと思います。アメリカでは卒業論文は絶対で
はなく、書きたい人が書くというスタイルなので、通常の授業も変わらず取りつつ、今年はそれに卒業論文を
加えるという形でした。プロジェクトの内容は二年生の頃から続けていたもので、１２月までに実験やデータ
収集は終えていたので、今学期は書くことに専念できました。卒業論文はとても大変だと聞いていましたが、
実際に書き始めると、文献を調べたり実験結果を考察したりするのが思っていたよりも楽しく、あまりストレ



スなく終えることができました。論文を書き終えた後の論文審査は通常、委員の教授たちと大学の一室で行う
のですが、今年は学生も教授たちもそれぞれの家からオンラインでの参加でした。とてもユニークな体験がで
きたのではないかと思います。最終的には、High Honor という名誉をいただくこともでき、５セメスター分
の研究を論文という形で残すことができて嬉しいです。 

 

 
研究室のメンバーと教授と。 

 
 生活面では、大学生活最後の学期なので、課外活動も全力で取り組みました。一年生のころから続けていた
二つの合唱グループの活動は毎週本当に楽しみにしていて、どんなに忙しく疲れていても、夜１０時に歌の練
習から帰る時には心身ともにリフレッシュされていました。３月以降は顔を合わせて一緒に歌うことはできな
くなりましたが、卒業式で流す校歌をバーチャルで合わせることになり、実際に出来上がった動画を見た時に
は、海や大陸を越えた音楽の力を感じました。同じく四年間所属していた乗馬のチームも、毎週ミーティング
をしていた同じ時間にオンラインでミーティングを行い、場所や時差に左右されず繋がっていられるチームの
団結力に感動しました。この四年間を振り返ってみると、どんな時にも隣には誰かがいて、その瞬間を共有し
ていました。そんな時を共にした人たちとのつながりはオンラインになっても変わることはなく、卒業した今
も、これからも続いていく関係なのだろうと思います。そう思うと、この四年間の留学で得た財産はアカデミ
ックなものだけではなく、人との関わりや日々の活動も私の成⻑につながっていた気がします。大学生活は終
わりましたが、パンデミックが収まったら、卒業式を大学で行うとのことなので、また近いうちに⺟校に戻っ
て友人や教授たちに会うのを楽しみにしています。 
 


