Below is an interview with a SAINTS alumna
セインツ同窓生が質問に答えてくれました。

Q: I heard that after living all your life in the U.S., you decided to study in Ochanomizu Joshidai in
Tokyo, Japan. Can you tell us why?
In my case, I had always wanted to go to Japan. But it wasn’t very realistic for me to attend high
school in Japan by myself, so I made up my mind to attend college there. Including my parents, I
received support from many different people. Ochanomizu Joshidai is a women’s college and puts a
lot of effort into educating women leaders. Of course, it offers many leadership programs, and
there are also many lectures on gender issues around the world. I was really attracted by their
devotion to educating women leaders who can take an active part in the world.
質問：アメリカに生まれ、ずっとアメリカで育ったと聞きました。お茶の水女子大に入学する
ことを決めたのはどうしてですか。
私の場合、前々から日本に行きたいとは思っていました。ですが、日本の高校に一人で通うと
いうのはあまり現実的ではありませんでしたので、日本の大学に行くことを決意しました。両
親も応援してくれ、本当に色々サポートしてもらいました。お茶の水女子大学は女子校という
こともあり、女性リーダーの育成に力を入れています。様々なリーダーシッププログラムはも
ちろん、女子校ならではの世界のジェンダー問題についての講義も多数あります。そうやって
世界で活躍できる女性の育成に力を入れているところがとても魅力的でした。

Q: I heard it is extremely competitive to get in. How did you prepare for the entrance exam?
I attended a prep school that offered courses especially intended to help Japanese examinees raised
overseas. There I took courses in Physics, Chemistry, Biology, Essay Writing, and Contemporary
Japanese. Using the internet, I was able to view classes that had been previously recorded, so I was
able to fit the courses into my schedule and study efficiently. Another thing to consider was that
many examinees returning from overseas are asked to interview prior to acceptance. For
Ochanomizu Joshidai, there were two interviews. I was able to show the answers I had prepared for
my reasons for wanting to attend the school etc. to my teachers at the prep school. They also helped
me with practice interviews. With the interview, things like how you enter the room and when you
sit are all very formalized, so it’s best to practice it as many times as possible. By practicing over
and over again and getting used to the interview atmosphere, I was able to relax during the actual
interview and answer the questions with a level head.

質問 国立大入試は難しく、合格するのはとても大変と聞いています。どのような準備をしま
したか。
帰国子女受験者専用のコースがある予備校に通ってました。そのコースで物理、化学、生物、
小論文や現代文の授業を受講していました。インターネットを使い、事前に録画された授業を
見ることも出来たので、自分のスケジュールに合わせて必要な授業をとることができたので、
効率良く勉強できました。さらに、帰国子女の受験では、面接がある場合が多いです。お茶の
水女子大学の受験では面接が２回ありました。志望理由などは事前に予備校の方に見てもらっ
たりして、面接の練習も行いました。面接は、部屋への入り方や座るタイミングなどが決まっ
ているので、出来る限り回数をこなしたほうがいいと思います。何度も練習を重ね、面接の空
気に慣れていたからこそ本番でもリラックスして受け答えができました。

Q: What do you enjoy most living in Japan as a college student?
I enjoy talking and visiting with my classmates. We go out together and spend time together on
campus.
質問：日本での大学生生活では、どんなことが一番楽しいですか。
やはりクラスメイトと話したり遊びに行くのがとても楽しいです。一緒に出かけたり、構内で
時間を過ごしたりしています。

Q: What do you do in your free time?
In college, you don’t have the same schedule every day. On some days you may have more or fewer
classes than other days. So, you have a lot more free time than you might expect. You really have to
manage your time carefully and make sure you’re making enough time to study. I don’t have a
part-time job, but many of my classmates do, and that takes up most of their free time. I’m a
member of a few clubs and feel like I’m really making the most of my college experience.
質問：授業以外の時間は、何をしているのですか。
大学では、毎日同じ時間割りではないですし、日によって授業の数も変わってきます。そのた
め、意外と空き時間があります。自分で時間を管理して勉強の時間を設ける事が必要です。私
はまだバイトはしていませんが、クラスメイトの多くは空き時間にバイトしています。サーク
ル活動もでき、とても充実した大学生活を送ることができます。

Q: Any advice for our students who are trying to decide their future?

Whatever country you plan to attend college in and whatever path you choose to pursue, don’t start
off thinking that it’s impossible. I was born and raised in America, so when I said that I wanted to
enroll in the Science Department of a public Japanese university, people laughed at me. But my
parents cheered me on and supported me, I never gave up, and now here I am. If I had given up
when people told me my dreams were impossible and laughed at me, I would definitely be
regretting it today. If you have things you want to do or places you want to go, work hard so that
you have no regrets. If you think it’s impossible, then it will be impossible. I believe that, even if
something seems impossible, you are able to make it possible through your own efforts. You have to
go after the things you want. The worst thing you can do is avoid trying and then regretting it later.
Anything is possible, so do everything you can to make your dreams come true.
質問：将来の選択肢を考えているセインツの後輩達に向けて、先輩から何かアドバイスをいた
だけますか。
どの国の大学、どんな道に進もうと思っていても、最初から無理だとは思わないで欲しいです。
私はアメリカで生まれ育ちました。そのため、日本の大学、それも国立の理学部を目指すと言
ったら、冗談だと思われたこともありました。それでも両親に励まされ、サポートしてもらい、
諦めずに日本の大学を目指し、今に至ります。もし周りに無理だと言われた時、冗談だと思わ
れた時に諦めていたら、私はきっと後悔していたと思います。今、何かやりたい、ここに行き
たいなどと思ってる生徒には後悔のないよう、全力で挑んで欲しいです。最初から無理だと思
うと本当に無理になってしまうと思います。たとえ無理そうなことでも、自分の努力次第で可
能になると私は思っています。本当になにかやりたいことがあるときは悩まず全力でチャレン
ジして欲しいと思います。チャレンジせずにあとから後悔するのだけは避けてほしいです。誰
にでも可能性はあるので、後悔のないよう、自分の好きな道を全力で進んでほしいです。頑張
ってください！
ありがとうございました。

