日本のみなさんに米国バージニア大学の魅力をお届けします
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バージニア【ヴァージニア】大学は、米国第3代大統領であるトーマ
ス・ジェファーソン【トマス=ジェファソン】により1819年に創立さ
れました。合衆国建国の父の一人であり独立宣言の起草者でもあるジ
ェファーソンは質の高い教育を提供することを目標に掲げ、新しい国
家を担うリーダー及びアメリカ市民を養成する新たな形の教育機関の
設立を目指しました。科学、人文学、芸術などの幅広い教養を身につ
けることを教育の中核とすることは、創立者自身の強い信念であり、
現在でも主たる教育理念として重んじられています。また、バージニ
ア大学は全米初の宗教から独立した大学としても広く知られていま
す。「グラウンズ」と呼ばれるキャンパスの中心には、ドーム型の建
築物「ロタンダ」が据えられ、大学のシンボルともいえるこの建物の
内部には教会ではなく図書館が置かれました。高等教育機関が宗教と
密接な関わりを持っていた当時の社会においては、これは非常に珍し
く、画期的なことでした。
バージニア州中部のシャーロッツビルに位置するバージニア大学は
「UVa（ユービーエイ）」という名でも広く知られる公立大学で、研
究機関としても数々の業績をあげています。UVaは全米大学ランキン
グでは常にトップ25に入る、また公立大学としては毎年上位にランク
される名門で、「パブリックアイビー」とも呼ばれています。
UVaは州立大学ながら学生数21,000人という小規模な大学で、学
問に専念するには理想的な環境です。建築批評家エイダ・ルイーズ・
ハクスタブルはジェファーソン自身が設計を手がけた校舎を「美しさ
と実用性を兼ね備えた、米国で最も優れた建築物」と評しています。
大学はジェファーソンの邸宅である「モンティチェロ」とともに
1987年に世界文化遺産に登録されました。

Thomas Jefferson, the third President of
the United States, founded the University
of Virginia in 1819, envisioning a modern
institution that would prepare talented
young people to serve as leaders and
citizens in the new nation to which he had
devoted his life. The University today still
holds at its core its founder’s powerful
belief in a liberal education—the sciences,
the humanities, and the arts—as the best
preparation for both public and private life.
The University is the first nonsectarian
academic institution in the United States.
The campus, affectionately called the
Grounds, was centered upon a library (then
housed in the Rotunda) rather than a
church further distinguishing itself from
peer universities of the United States.
The University of Virginia (often
abbreviated as UVa or referred to by
students as TJ―Thomas Jefferson) is a
public research university located
in Charlottesville, Virginia. UVa has
consistently been ranked among the most
prestigious public universities in the US.
With the total student population of
only a little over 21,000, UVa's relatively
small size provides an ideal learning
environment. Thomas Jefferson’s exquisite
architectural design has prompted Ada
Louise Huxtable to call it as “probably the
single most beautiful and effective
architectural group of its kind in the
country, or in the history of American
building.” In 1987, UVa was named to the
prestigious World Heritage Site.
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The following are responses from
Japanese students from Japan studying
now at the University of Virginia:
バージニア大学に在籍する日本人学生の声
Q. What do you like about UVa?
バージニア大学の好きなところを教えてください。

In short, I enjoy meeting with so many interesting people here.
Students from all over the world are passionately engaged in
academic pursuit, club activities and avocations; pick any one of
these students, a fascinating conversation ensues and you learn a
world totally unknown to you. With so many clubs representing
different cultures, you are instantly involved in cultural
exchanges. With no metropolis nearby, there is no temptation of
being distracted by what is happening off campus.

Tomihiro Ono
(Class of 2014)
小野富弘さん

僕にとって「面白い」と思える人がたくさんいるのが気に入ってます。世
界中からきた学生がそれぞれ学業や趣味やサークル活動に情熱を注いでいる
ので、どの人に話しかけても今まで自分が知らなかった世界のことがたくさ
ん聞けます。数あるサークルの中でも異文化系サークルが活発であるため、
文化交流の機会がある点でも申し分ないです。周りに大都市がないため、気
が散って集中できない、などということはないでしょう。

UVa has one of the most beautiful campuses
ever. The buildings and school architecture
communicate the tradition and history of UVa.
You are surrounded by nature and simply walking
around campus can serve as a great outdoor
activity to clear the mind.

バージニア大学のキャンパスは本当に
きれいなものです。学校の建築物から
は、バージニア大学の伝統と歴史が伝わ
ってきます。また、自然に囲まれている
ため、私は授業の合間にキャンパスを歩
きまわるのが大好きです。

Saori Okada (Class of 2014)
岡田沙織里さん
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Q. Why did you come to UVa?
バージニア大学を選んだ理由は？

Ono says:
When I was debating, as a returnee, whether I
should go to a university in USA or in Japan, I had a
chance to visit the University of Virginia. I was
fascinated by both the beautiful historical buildings
and the campus which is imbued with a calm
intellectual atmosphere. Both of my parents,
graduates from a university in Tokyo who are
familiar with US academic campuses as teachers,
also voiced their support and said, “A university in
the States would offer an environment conducive to
serious study.”

小野さん: アメリカの大学に行くか日本に帰って帰国
子女枠で日本の大学を受験するか迷っていた頃、バー
ジニア大学のキャンパスを訪れ、美しい建造物や穏や
かで知的な雰囲気に魅力を感じました。
また、東京の大学を卒業してアメリカの大学を教職
員として見てきた両親の「アメリカの大学のほうが、
じっくり勉強して色々な経験をするには向いている」
という声にも押され、入学を決めました。

岡田さん: 私がバージニア大学に一番惹かれた理由
は、学生皆が持っている大学へのプライドとその古き
よき伝統でした。学生たちが持っている大学へのプラ
イドが他の大学とは比べ物にならないほど強いこと
に、私は驚きました。独特の伝統としてあげられるの
は、ロタンダ近くの名誉ある寮に住めることや、多数
の“秘密友好団体”の存在、そして創立者トーマス・ジ
ェファーソンが強く望んでいた “自己統治” と“名誉コ
ード”の考えで大学全体が成り立っている点です。

Okada says:
What attracted me to UVa was the strong tradition
and pride that all UVa students have towards their
school. The school spirit that everyone has is
incomparable to anywhere else. With the unique
traditions such as living on the lawn, numerous secret
societies, and the appreciation of Thomas Jefferson,
our founder who encourages “self-governance” and
created the “honor code”, every single student feels
united and not just an insignificant entity, but part of
the school as a whole.
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Q. Why do you think Japanese students would enjoy being a UVa student?
日本人学生にとってのバージニア大学の魅力とは？
Ono says:
UVa’s very small student population of Japanese
nationals creates an environment in which you have
no other choice but to work hard to improve your
English speaking and writing abilities. UVa boasts
many world-renowned professors; I do not mean to
generalize, but the quality of classroom instruction
and the intellectual level of students is very high.
Anyone who has studied hard at the number-one
Public Ivy on the East Coast would be ready to take
on a career challenge, whether a job sends you to
Japan or overseas.

小野さん: 日本人学生の数が少ないので、否が応でも英
語力を鍛えることができます。それぞれの分野で世界的
に知られている教授も多く、授業のレベルも学生のレベ
ルも（一概には言えないものの）非常に高いです。アメ
リカ東部一の公立大学で鍛えた考える力やそこで培われ
た人脈は日本に戻ろうと海外で働こうと役に立つこと間
違いなしです。

岡田さん: バージニア大学には南アメリカ、カナダ、ヨ
ーロッパ、オーストラリア、アジアなど、世界各地か
ら学生が集まっています。まさに国際的なキャンパス
です。また、バージニア大学のすばらしいところは、
各国の学生たちと知りあえる機会を、年間を通じて
様々なイベントを開催して提供してくれる点です。私
自身、大学一年生の時にイベントで知り合った学生た
ちと大の仲良しになり、今では一緒にルームメイトと
して住んでいます。さらに、キャンパスの徒歩 10 分以
内には、「コーナー」と呼ばれているのレストラン街
があり、さらに日本食が買えるアジア食品店も
近くにあります。

Okada says:
UVa is extremely diverse and has students from all
over the world. In addition, the University
emphasizes the importance of interacting and
making friends with all these different students and
therefore holds various events throughout the year to
provide students with opportunities to intermingle.
Furthermore, there are numerous places where you
can get great tasting Asian food within ten
minutes of campus, as well as the Asian
market nearby.

Ono says:
You can easily get Japanese foods here,
making it easy to live and cook on your
own. If you do not want to cook yourself,
you have many choices of eateries at the
Corner right next to campus, and in
Downtown Mall, only ten minutes by bus. This is the
historic part of Charlottesville, and offers a five-star
Japanese restaurant. The choices of foods at the
campus cafeteria are also improving.

小野さん: 近くにあるスーパーなどでも
日本食を作るのに使える材料は手に入るので、
自炊も割と簡単です。また、料理したくない
ときは、大学のすぐ近くの「コーナー」や少し
離れたダウンタウン地区においしい日本食の店がある
ので、食の面では満足できます。学食での選択肢も
年々増えてきているので、様々な味が楽しめることで
しょう。
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Kei Ōta, an exchange student from Sophia University, has this to say:
上智大学からの交換留学生・太田恵さん からのメッセージ

Kei Ōta
(Fall 2012 ‒ Spring 2013)

太田恵さん

太田さん: まず私が UVa を選んだ理由は
アメリカ建国の父の一人であるトーマ
ス・ジェファーソンが創立した大学であ
るということに興味をもったからです。
アメリカに留学する際に、アメリカの文
化、歴史、教育、全てをバランスよく肌
で感じることができる大学で学びたいと
思い、この大学を選びました。
キャンパス内はジェファーソニアン建
築で溢れており、美しいながらも独特で
壮大な雰囲気を醸し出しており、毎日飽
きることなく見とれるほどです。
そして州立大学として毎年１位、２位
を争う UVa には、勉強熱心で将来への
意識の高い学生が多く、日々刺激されま
す。バージニア大学という由緒あるキャ
ンパスだからこそ、アメリカの歴史、文
化、教養を最もバランスよく取り入れる
ことができ、有意義な留学生活が送れる
ことと思います。

Ota says:
I chose UVa because it was founded
by Thomas Jefferson, one of the
founding fathers of the United States
of America, and more personally I
wanted to study at a well-balanced
university where I can feel for
American culture, history, and
education.
Every day, I never tire of seeing the
magnificent Jeffersonian architecture
all over the campus.
Also, UVa is one of the best of
public universities in the U.S., and
students are highly motivated in their
studies and take themselves seriously
in preparing for a future career, a fact
that I find very stimulating. Being at
such a prestigious university, I think
you will be able to have a very
meaningful study abroad experience
by absorbing the best of American
history, culture, and education.

Interested? Contact (in English):
Office of Undergraduate Admission
P.O. Box 400160, University of Virginia, Charlottesville, VA 22904 U.S.A.
Phone: 1-434-982-3200 Fax: 1-434-924-3587 <http://www.admission.virginia.edu/international>
Merav Frazier, Assistant Dean of Admission <mfrazier@virginia.edu>
Editors: Michiko N. Wilson, Tomomi Sato, Mieko Kawai
Photos & graphic design: Mieko Kawai
Japanese Language Studies, Department of East Asian Languages, Literatures, and Cultures
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