本校の卒業生の鳴海まやさん（2014 年 3 月卒業）が、この春 University of California, Berkeley, Peace and
Conflict Studies Major---カリフォルニア大学バークレー校平和学専攻---（2016 世界大学ランキング 13 位）
、
University of California, Los Angeles, Pre-Global Studies Major ---カリフォルニア大学ロサンゼルス校国際関
係学専攻--（2016 世界大学ランキング 16 位）
、
University of California, Davis, International Relations Major--カリフォルニア大学デイヴィス校国際関係学専攻---（2016 世界大学ランキング 44 位）の３校に合格しました！
【
（参考）東京大学 43 位）
】 将来国際弁護士になりたいという目標を持つ鳴海さんは、今年の 9 月からカリフ
ォルニア大学バークレー校に進学をします。高校時代も含め今までの自分の軌跡を振り返りながら、このたびみ
なさんにメッセージを寄せていただきましたので、紹介します。

『

My self-journey

』

At Chubu High School, I was fortunate to have made some close connections with my peers and teachers.
Through club activities such as English debate and presentations during my three years, I have become
more outgoing and cooperative, but most importantly, I have learned the enjoyment of teamwork. The head
on head conversations I had outside of class made me more open to try new things out of my comfort zone.
One of the most life changing experiences I had was during a conversation with the ESS club advisor where
she informed me of different job opportunities that I had never considered of. That was when I became
exposed to the field of international relations and law, so I came back to the United States to further define
and pursue these aspirations of working internationally. After being rejected to the 4-year universities I
applied for, I decided to attend Santa Monica College<http://www.smc.edu/Pages/default.aspx> as a
means to get myself situated in the new environment. SMC is known to have the best transfer rates to the
UC schools, but sooner or later did I realize that the college offered me more than just the classes I needed
to transfer out. As a quiet and solitary person, I was (and still am) intimidated of coming out of my comfort
zone, but asking a lot of questions and putting myself out there enabled me to be familiar with my new
surroundings. This has been the spark of my networking process which I believe is really important,
especially when you dive into a new community.
What I have learned throughout these past 5 years is: make the effort to ask questions and let people get to
know you! Otherwise the opportunity will just slip by as time passes. There were countless times where a
couple of questions led me to various opportunities that I was able to take
part in such as leadership roles, study abroad, and job opportunities. I am
proud to have overcome that embarrassing moment because now that I
look back at it, I can proudly say it was definitely worth it! There are times
where I want to crawl back into my comfort zone, but whether near or far,
the support from teachers and peers I have keep me motivated. As a
means to define my career path, I am determined to continue my
self-searching journey.
Coming to Chubu High School, there is no doubt worked you all have hard
to get here. Now, with no time to lose, I bet many of you are striving hard to go
on to your dream schools. I also planned on staying in Japan for higher

education until I came across my club advisor who guided me towards the path of studying abroad in the United
States. In high school, we are told to choose our desired majors as soon as possible, preferably by the end of our
first year. Yet, high school is also the time where we can find out what we really want to do before we enter
adulthood.
Chubu High School faculty and staff care about students at an individual level and support your future success.
Therefore, if you need someone to talk to, they always have their office door open. Because I had the opportunity
to interact with someone and verbally talk about what I wanted to do, I am able to make that happen now because
I have the extra support to make it possible. The time you spend in high school will fly by very quickly, so
experience your ups and downs with the people whom you trust and make the most out of this time.

『

自分探しの旅

』

私は中部高校に来て、先生方や友達を始め、数多くの大切な出会いに恵まれました。ESS という部活動に入り、3
年間英語のディベートやプレゼンテーションに関わった私は、前よりももっと明るく積極的に仲間と向き合える
ようになりました。大会の準備を控え、プレッシャーと闘いながらも毎晩遅くまで顧問の先生や仲間と一緒に過
ごした時間は今では笑える大切な思い出です。その時にチームワークの大切さを改めて身をもって感じました。
先生や友達と心の底から正直に話せるようになった私は自信をもらい、いろんなことに挑戦したいという気持ち
を持つようになりました。
進路に迷った時期に、中部高校の先生との面談をきっかけに国際弁護士という職業について知るようになりまし
た。東京の弁護士さんとの対面や事務所の見学という機会を得て、さらにその分野の仕事に興味を持つようにな
りました。家族、友達、他の先生方からの後押しもあり、アメリカの大学進学を決意しアメリカ各地の大学の願
書を提出しました。残念ながら、その年は志望していた大学には受かりませんでしたが、母親にまずはカリフォ
ルニアのサンタモニカカレッジ<http://www.smc.edu/Pages/default.aspx>に通うことを勧められました。コミ
ュニティカレッジという仕組みは日本にはありませんが、４年制大学に編
入するための飛び石のようなものです。一般教育科目をカレッジで２年間
済ませて、残りの２年間を編入先の大学で専攻科目を終わらせるという便
利なシステムです。サンタモニカカレッジはカリフォルニア中で
University of California 校への編入率が特に高いと評判がありましたが、
今振り返ると、私がその２年間で得られた経験は志望校に編入するためだ
けの手段だけではなく、これからの自分のためになることもたくさん学べ
ました。８年間日本に住んでいた分、英語のブランクがあり、アメリカ大
学の授業についていけるか正直不安でした。小さい時からシャイで、一人
でいることが多かった私でしたが、恥ずかしいと思いながらもとにかく授
業後は教授のオフィスに行って質問しまくりました。そのおかげで授業も
より理解できたし、セメスター後もアシスタントとして仕事をやらせてい
ただきました。このようにしてできた出会いもたくさんあり、それによっ
て自分が思いもしなかった経験も数多くできました。
この数年間で学んだことは「あえて心地いい範囲を踏み超えて、自分の未
知のゾーンを探検する」こと。今でもまだ完全に内気な自分を捨てられま

サンタモニカカレッジのキャンパス（上）
サンタモニカでの卒業式

（下）

（鳴海さん右から 2 番目）

せんが、黙っていたら一度しか訪れないチャンスは自分の手をすり抜けていってしまうかもしれないし、後から
後悔はしたくない。先生方、友人達とのこれまでの出会いやサポートのおかげで恵まれた環境で勉強できている
し、それが私を励まし続けてくれています。未だに自分はどの分野の弁護士になりたいかははっきりしていませ
ん。でも、目標に向かって行く時はまっすぐ進むよりもちょっと寄り道をした方が楽しいじゃないですか。今年
の秋からは University of California Berkeley で国際関係の勉強をしますが、自分が今支えられて好きなこと
を勉強させてもらっていることがすごく幸せなことなので、将来は国同士を結びつけるような人の役に立つ仕事
がしたいです。世界で活躍できる人になるために、私は自分探しの旅をこれからも続けていきたいと思っていま
す。
今中部高校に通っている皆さんへ。多くの皆さんは高校に来て大学進学を目指していると思います。私もその
一人でしたが、
高校 2 年の夏に部活動の顧問の先生との会話がきっかけでアメリカに留学することを決めました。
もちろん、高校では文系や理系、専攻などを決めなくてはならない大切な３年間ですが、ある専門に定着する前
に自分が本当にやりたいことを探し求められる期間でもあります。
中部高校ではどんな事情でもサポートしてくれる先生方や仲間がたくさんいますので、戸惑っている時は気軽
に話しかけてみてください。いろんな可能性が広がってくるはずです。私も一人で考えていたことを打ち明けた
おかげで、今やりたいことを精一杯できています。あっという間に過ぎてしまう 3 年間ですので、仲間と悔しん
で泣いたり、一緒に心から笑ったりして、自分の道を切り拓いてみてください。

