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–やりたいことをやる留学–
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Privately Funded Studying Abroad ～ Do What You Want To Do ～
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ンの研究をしようと思ったきっかけ

はじめに

は，高等専門学校 5 年生のときのある
授業で，インダストリアル・デザイン

私は現在，東京工業大学大学院を休

の歴史および機械設計の現場との

学し，アメリカ・ワシントン州ベル

ギャップについて学んだことである．

ビ ュ ー 市 に あ る Bellevue Community

それ以来デザインに興味を持った私

College（Bellevue College）
（ 図 1） に

は，大学在学中にデザイン学科の授業

留学生として通っている．Community

を受けたり，デザインを研究している

College とは，アメリカにおける 2 年

理系の研究室を探したりした．
そして，

制大学のことである．Bellevue College

機械系の専攻でありながらデザインの

では，International Business Professions

研究ができる現在の研究室を見つけ，

（IBP）Program という 1 年間の課程に

縁あって入学することになった．

所属している．プログラム終了後は日

研究室には，現在，私のような外国
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定である．本稿では，留学のきっかけ，

が所属しているが，そのうち 8 人が外

留学プログラム，学生生活，および学

国人留学生である．また，研究に関す

校での活動について述べる．

る論文や書籍のほとんどは英語で書か
れており，ゼミはすべて英語で行われ

留学のきっかけ

る．そうした環境で過ごすうちに，デ
ザインの研究をより進め，研究室のメ

私の大学院での所属は機械物理工学

ンバーとよりコミュニケーションをと

専攻で，研究室では主にエンジニアリ

るためには，英語の能力を高め，デザ

ング・デザイン，ヒューマン・セン

インに関する知識を増やさなくてはな

タード・デザイン，およびデザイン思

らないと思うようになった．それを実

考に関する研究を行っている．デザイ

現させる手段として，大学院を休学し，
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カフェテリア

図3

コンピュータ・ラボ

ある．学内には学生にとって便利な場

Workshop を提供する．Design Thinking

所がいくつかある．カフェテリア（図

とはデザイン思考のことであり，デザ

2）には，いつもたくさんの学生がお

イナーがものをデザインするときの考

しゃべりをしたり課題をしたりしてい

え方を応用した複雑な問題の解決法を

る．また，コンピュータ・ラボ（図 3）

見つけるための方法論として注目され

学したため，入学した年に交換留学制

と呼ばれるパソコンを利用できる施設

ている．このクラブを成功に導くこと

度を利用することができなかった．そ

の規模は，ワシントン州内の学校でも

は，私の研究に対する理解を深めるこ

のため，民間の企業が私費留学として

随一であり，課題をやるために私もよ

とにも繋がる一方で，日本人留学生に

提供する IBP Program に参加した．こ

く利用している．

Workshop を提供することを通じて，

海外へ留学することに決めた．

留学プログラム
私は外部の大学から今の大学院に入

のプログラムには日本全国の大学から

授業は日本のそれと比べるととても

日本社会にデザイン思考を広め，日本

半年ごとに 40〜50 人の学生が参加し

忙しく，平日は毎日，授業ごとに課題

人の問題解決能力を高めることにも役

ており，そのほとんどは文系の学生で

が出るのが普通である．

立つと考えている．

ある．また，留学先の大学では，学部

そのため，たいていのアメリカの大

と こ ろ で，Bellevue College に は 数

授業のほか，ビジネスに関する授業を

学生は，学期中は日々勉強に追われ，

え切れないほどのクラブが存在し，過

受ける．そして，最後の第 4 クオーター

学期が終わった後の休暇は十分に休ん

去の日本人留学生が作ったものもたく

では，現地の企業でインターンシップ

で楽しむという，メリハリのある学生

さんある．また，私の身の回りの日本

を行う予定である．

生活を送っているように思う．また，

人留学生の何人かもクラブを作ってい

私の留学プログラムは民間企業の提

学校の先生はほとんど残業することは

るし，中には起業した人もいる．私が

供するものに則っているが，こうした

なく，仕事が終わるとあっという間に

クラブを作れたのも，彼らから刺激を

環境は私費留学だからこそ得られるも

帰ってしまう．

受けたからである．これだけ行動的な

のであり，学生のやる気次第では，交

そうした彼らの行動の背景には，人

人が集まり，またそれが当たり前な雰

換留学以上に柔軟な留学プランを組む

生を楽しむことを重視する価値観があ

囲気のあるところが，アメリカなのだ

こともできるし，特殊な環境を活かし

るのだと思う．日本では一生懸命働く

と思う．

た活動をすることもできる．さらに，

ことが美徳とされているが，その一方

交換留学では通常高い英語能力を要求

で，働き過ぎによるストレスでうつ病

されるのに対して，私費留学ではプロ

になったり過労になったりする人が非

グラムによっては必ずしも英語能力が

常に多く，通勤ラッシュの殺伐とした

最近は留学奨学金の種類も多く，や

高い必要はないため，留学へのハード

雰囲気はそれを物語っている．日本人

る気さえあれば，私費留学でも比較的

ルは交換留学よりも低い．ただし，留

は仕事だけではなく，人生を楽しむこ

経済的支援を受けやすい．今の日本の

学奨学金を受けるためには高いモチ

とももっと大事にするべきだと思う．

産業界では，英語を「使える」人材が

ベーションが要求されるため，入念に
留学計画を練る必要がある．

学生生活

学校での活動
私は Bellevue College で Design
Thinking Workshop という名前のクラ

Bellevue College に は 世 界 中 か ら 非

ブを作った．このクラブでは，学内の

常に多くの留学生が学びに来ており，

学 生 を 主 な 対 象 と し て，Design

アメリカ人をあまり見かけないほどで

Thinking を体験し身に付けるための
─ 37 ─
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求められていると聞く．理系，とくに
私たちのような技術系の学生が留学す
ることは，これからの日本にとって必
要なことになっていくのだと思う．

