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1. はじめに
寒さもようやく衰え始め，春風が心地よい季節となりました．今月に入り暖かい日が続いているので，
キャンパス内の雪が溶け始めています．また，ロチェスター工科大学（以下，RIT）では，3月 10日から1
週間の春休みを迎えていました．春休みの間，学内にある食堂やカフェなどは営業していません．そのた
め，私と友人たちは春休みの初日に食べ物を求めてロチェスター市内を散策していました．その際に，私
たちは The Strong Museum や美味しいモヒートを提供しているレストランなどを訪れました．もしあなたが
3 月にロチェスター市内を散策すれば，図 1 に示すイルミネーションを見ることができるでしょう．3 月
分の報告書には，今学期に私が履修している授業内容及び米国での出来事などを報せます．

図 1. 市内にあるイルミネーション

2. 授業内容
2.1 春学期の授業
2.1.1 Graduate Writing & Reading
今月，学生たちは 2 つのグループに分かれてグループ毎に異なる論文を読んでいました．そして，それ
らのグループは指定された論文の要約を行い，別のグループに読んだ論文の内容を説明する必要がありま
した．この授業を担当している先生は，学生たちに「論文や発表用のスライドを作成する場合には，スト
ーリーの組み立て方を深く考えてください．」と仰っていました．私が大学院 1 年次に学会発表用もしく
は学内発表用のスライドを作成していた際，宮田俊弘教授や南内嗣教授，札野寛子教授にも同様の話をし
て頂いたことがあります．しかし，私はスライドや報告書などを作成する時，未だに説明しなくてはいけ
ない項目が抜け落ちていることがあります．私は，この授業を通して自分の問題点を明確化することがで
きました．この問題点を改善できるように，私は読み手の視点に立って構成を練っていきたいです．
2.1.2 Academic Speaking & Listening
春休みを迎える前に，私たちは二人でペアになって，世界で問題になっている出来事に関して 10 分間
のプレゼンテーションを行いました．私は中国からの留学生と一緒に「整形手術」について発表しまし
た．プレゼンテーションの構成には，その出来事が人々に与えるメリット及びデメリットを含まなくては
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いけませんでした．プレゼンテーションを行う前に，私たちは授業時間内外を用いてプレゼンに必要な情
報をインターネットで調査しました．私は調査を行うことで整形手術を受けた多くの人が手術を受けて良
かったと感じていることが分かりました．その理由の 1 つとして，整形手術を受けることで得られる精神
的な利点が物理的なリスクより大きいことが挙げられます．しかし，私を含む多くの人々は自分たちの恋
人が整形手術を行う前と後の姿を想像した時に，整形手術をする前の姿の方が良いと思うはずです．きっ
と，我々はパートナーの長所だけでなく欠損にも恋をするからではないでしょうか．そのため，手術を受
ける人は整形手術が恋人や家族，友人などにも精神的な影響を与える可能性があることも考慮しておく必
要があります．プレゼンテーションの際には，私たちは整形手術を受ける人々及び彼らの周りにいる人々
が整形手術によって受ける利点と欠点を比較しながら発表を行いました．
2.1.3 Beginning Chinese I 201 – 02
3 月初めに，私たちは教授から自分たちの趣味を中国語で説明する仕方を教わりました．講義の際，ア
メリカの学生たちは簡体字を覚えるのに苦労しています．簡体字と漢字には似ている文字が多いため，私
は簡体字を覚えるのには苦労していません．しかし，私は中国語の発音で苦労しています．私が中国語の
発音が難しいと感じる理由は，ピンインと声調に慣れていないからです．ピンインとは中国語のローマ字
による表記法の一つで，声調とは言語において意味の区別に用いる音の高低のパターンです．私は，なる
べく流暢に中国語を発音できるようになるためにスピーキングの練習時間を増やしていきたいと考えてい
ます． 3 月後半には，このクラスではスピーキングテストが実施されました．今月の講義で行われたス
ピーキングテストの試験範囲を図 2 に示します．定期的にスピーキングテストが行われていますが，スピ
ーキングテストの回数を重ねるごとにテストの難易度が上がってきています．学生たちは図 2 に示すよう
な履修科目の資料を下記に示す Uniform Resource Locator（以下，URL）から確認することができます．

図 2. 今月に行われたスピーキングテストの試験内容
https://mycourses.rit.edu/d2l/loginh/
2.1.4 Beginning Spanish IA 201A – 01
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受講生たちは今月初旬の講義でスペイン語の過去時制について学びました．過去時制には点過去と線過
去の 2 種類があります．点過去は過去の完結した出来事，過去における事実を具体的な過去の時間を伴っ
て表現する際に使用されます．一方で，線過去は継続している出来事，または具体的な過去の時間を伴わ
ないで出来事を表現する際に用いられます．講義の時，私たちはスペインの歴史も学んでいます．また，
このクラスでは月に 1 回のペースでライティングのテストが実施されています．テストの内容は，スペイ
ン語に関する問題だけでなくスペインの歴史についての問題も出題されます．今月に実施されたテストの
問題数は約 20 問で，試験時間は 30 分でした．
2.1.5 Discrete Mathematics 131 - 01
私たちは 3 月初めに中間試験を受けました．1 月から 3 月初めまでの講義で学習した内容が試験問題と
して出題されました．試験時間は 50 分で，試験の問題数は 16 問でした．教授は学生たちに中間試験前の
講義で試験内容を詳しく説明してくれたため，ほとんどの学生は試験問題が難しかったとは感じませんで
した．また，受講生たちは図 3 に示すウェブサイトに掲載されている問題を講義前に予習しておく必要が
あります．問題の難易度は高くありませんが，解かなくてはいけない問題の数が多いです．以下に私たち
が利用しているサイトの URL を示します．

図 3. 離散数学の講義を受講している学生たちが使用しているウェブサイト
https://app.tophat.com/login
2.2 学習・研究時間
第 1 週：30 時間

第 2 週：36 時間

第 3 週：29 時間

3. 米国での出来事
3.1 旅行
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春休みの間，私はクラスメイトたちと一緒に 3 泊 4 日でフロリダへ旅行に行きました．今月，フロリダ
州の平均気温は 20 度でした．そのため，私たちは薄着で図 4(a)に示す Disney's Blizzard Beach Water Park
や図 4(b)に示す Universal Orlando Resort などを訪れることができました．図 4(b)に示している Universal
Orlando Resort 内にあるオリバンダーの店では実際にパーク内で使える魔法の杖と魔法が使えない杖が販
売されています．そして，私達はオリバンダーの店で魔法が使える杖を購入して，魔法が使える 25 か所
のスポットを巡りました．旅行中，私たちは色々な施設を訪れたため歩き疲れましたが，大変良い気分転
換になりました．

(a) Disney's Blizzard Beach Water Park

(b) Universal Orlando Resort

図 4. フロリダ旅行
3.2 Pool
私はアメリカに来るまで Pool をあまり行ってきませんでした．大学の寮内には至る所に Pool Table が
設置されているため，学生たちはいつでも Pool をすることができます．私は Pool がいつでも行える環境
で生活しているので，いつの間にか私はアメリカの学生や留学生たちと一緒に週 2 回のペースで Pool を
行うようになっていました．キャンパス内では定期的に Pool の大会が開催されています．私と図 5 に示
す Mike は 4 月に行われる予定の大会で優勝するため日々Pool のスキルを磨いています．

図 5. キャンパス内での Pool
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3.3 アイスホッケーの試合観戦
月に 1 回，私とルームメイトは寮の仲間を応援するために図 6 に示すようなアイスホッケーの試合を見
に行っています．基本的に試合のチケットは有料ですが，大学は定期的に試合のチケットを学生たちに無
料で提供しています．また，RIT のアイスホッケー部はアイスホッケーリーグでも上位に位置しており，
毎年カナダからも優秀な選手が入部しているそうです．

図 6. 試合の観戦

4. クラウドファンディング
私と同郷の金沢美術工芸大学大学院でファッションデザインを学ぶ山田華緒李さんが日本人に亮布を広
めるため，図 7 に示すような苗族をモデルとする写真集を作ろうと努力を続けています．彼女の好きなこ
とを一途に学ぶ姿には心を動かされるものがあります．もし少しでも興味を持って頂けましたら，以下に
示す URL からプロジェクトの詳細を確認してみてください．ご支援の程宜しくお願い致します．

図 7. クラウドファンディング用の資料
https://faavo.jp/kanazawa/project/3495?fbclid=IwAR079I3-LMGXd7sLjitQPtBjM9xWyy87nCvvfuCmMSJh1twVyfYKKNIlx0
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5. おわりに
そろそろ日本では桜が開花する頃でしょうか．私は，毎年この時期に地元である新潟県で花見をしてい
ました．今年，私は高田公園で花見ができないことを大変残念に思います．春には高田公園とその周辺に
植えられている約 4,000 本の桜が咲き誇り，3,000 個以上の雪洞に照らされて映える三重櫓と桜の美しさ
は日本三大夜桜の 1 つに数えられています．2019 年の高田公園での観桜会期間は 4 月 1 日から 15 日まで
です．もし時間に余裕があれば，高田公園での花見をお勧めします．今年，私は花見に行けませんが来年
の花見には必ず行きます．

以上で 3 月分の月例報告を終了します．
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