やすく言語化し、相手に伝える能

つは英語力。自分の考えを分かり

のだ。その理由は二つあった。一

な議論に全く付いていけなかった

﹁やる気応援奨学金﹂リポート

カリフォルニアで環境を学ぶ
多様な人が共存し刺激受ける

力が極めて低かった。二つ目は、

海洋学の初回の授業、教壇には

を始めた。白い犬は教授の愛犬だ

笑している。そのおじさんが授業

ん。サングラスを掛けた学生と談

るかを考える。

においてどのように位置付けられ

活を振り返り、今回の留学が人生

会に恵まれた。本稿では、留学生

後も重要なスキルであると痛感し

特に一つ目は社会人として働く今

が、薄っぺらい知識しかなかった。

ネルギー政策に関する議論だった

怜弥 （東京都立三鷹高校）

白い犬がいた。前方で一匹が座っ

った。授業が始まると、犬は教室

坂上

ているのだ。スケートボードに乗

専門分野の知識不足。再生可能エ

りながら学生が教室に集まり始め

ロサンゼルスから近いこと

候。雨はめったに降らない。

温暖で低湿度の地中海性気

はリゾート地として有名だ。

海沿いのサンタバーバラ

ある。自らの知見が狭いものであ

っていた。良くない学生の典型で

らず根拠のない自信が付いてしま

慣れると、実力がないにもかかわ

行した。海外での遊びにある程度

期休みの度に一人で世界各国を旅

あったため、大学入学直後から長

幼い頃から漠然と海外に興味が

さまざまな情報を得て、自分の考

再生可能エネルギー政策に関する

ＵＣＳＢへの留学を決めた。特に

する場所という二つに当てはまる

策が有名、かつ多様な人間が共存

れない。ゼミで学んでいた環境政

む勢い」だけは評価出来たかも知

絡的だったが、「後先考えず飛び込

その翌日、留学を決意した。短

ていた。

をうろうろしている。私は隣に座

もあり、この最高の環境に

留学に至る経緯

る経済学専攻のスイス人と一緒に

引かれ世界中から観光客が

国際環境ＮＧＯでのインターン中

「発言しない学生の成績は、最

えをアウトプットすることを具体

に同ＮＧＯドイツ支部と会議があ

地の利を生かした環境政策

的な目標の一つにした。

︵ＵＣＳＢ︶
nia, Santa Barbara
はそこに位置する。私は運

り、参加を許された。正確には、

転機は二年次の終わりだった。
良く「法学部やる気応援奨

低のＣ」。米国内の環境政策を扱う

ることに気付いていなかった。

学金」をいただき、ＵＣＳ

ただ座っていただけだった。活発

訪れる。 University of Califor-

Ｂに一〇カ月間留学する機

その犬の写真を撮った。

た。教室の最前列にはパーカーと

海洋学の授業風景

短パンを身に着けた白髪のおじさ

法学部政治学科四年
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集合体全体の不利益が増大するこ

ことで非協力的な環境が生まれ、

個々の利益を求め行動してしまう

ず、実際はそれぞれのメンバーが

利益がもたらされるにもかかわら

協調的に動けば、メンバー全体に

︵ある集合体におけるメンバーが

ィスカッションでは共有地の悲劇

ションをし、ペーパーを書く。デ

について講義を受け、ディスカッ

るのに必死だった。予習した文献

授業で教授が言った。何か発言す

由からだ。洋上風力の拡大のため

今後日本でも増えるだろうとの理

上風力発電を巡って同様の問題が

住民同士が対立したケースだ。洋

巡って地方政府と住民、あるいは

電施設を取り上げた。施設建設を

のケースとして、
私は NIMBYism
マサチューセッツ州の洋上風力発

ーの話をするＴＡもいた。

ーに訪れるとひたすら欧州サッカ

を疾走していたし、オフィスアワ

ＴＡは、スケートボードで校舎内

な存在で何でも相談出来る。ある

には驚愕した。他方、ＴＡは身近

調査したりと、文系学生の私には

気象データを基に干ばつの原因を

履修した。海洋学や気象学では、

から学ぶため、理系寄りの授業も

気候変動について科学的な側面

た。

心な学生が周りに多く刺激的だっ

ーンシップに参加出来たため、熱

い学生はワシントンＤＣのインタ

が鍵であると主張した。成績の良

給が期待されている︶の整備など

使用量に応じた無駄のない電力需

ら電力を制御する送電システム。

トグリッド︵需要と供給の両側か

定への住民参加、あるいはスマー

及に向けて積極的に投資している。

民間企業が再生可能エネルギー普

ものではないともいえる。また、

るが、日本がそのまままねられる

ルギーへの取り組みは学ぶに値す

にある。アメリカの再生可能エネ

といった政策が機能しやすい状況

ギーから供給しなければならない、

のうちの一定量を再生可能エネル

た地理的な特長によって、発電量

安定した天候や広大な土地といっ

と技術革新を柱としている。また、

ンの風力発電施設など、広い土地

陽光発電計画や全く新しいデザイ

カリフォルニアでは、超大規模太

るからこそだと実感した。特に南

⋮風力発電設備の必要性は認
Yard
めるが、自分たちの住む地域には

と︶や NIMBYism
︵ Not In My Back

には、徹底的な情報開示、意思決

新鮮だった。また、再生可能エネ

味でも目立つが、少し風変わりな

く、留学生は良い意味でも悪い意

提言を行った。グループ作業も多

境問題のケースを取り上げ、政策

った基本的な理論に当てはまる環

スを提供する SunPower
の社員が
ゲストとして授業に参加した時に

太陽光発電に関する技術やサービ

ことが多く、学生に人気だった。

授業にはゲストスピーカーが来る

ルギーのエンジニアリング関係の

が幾つかあった。第一に、さまざ

いたりする。

ベ砂漠の風力発電事業に投資して

ルギー発電で賄っていたり、モハ

スの電力の一部を自前の自然エネ

グーグルが良い例で、本社オフィ

建設するなという主張など︶とい

視点から意見を出すと喜ばれる。

は、その場でインターンをしたい

まな関係者が授業にかかわってい

⋮原則は大学院生︶と議
assistant
論して初めて執筆が始まる。執筆

し、再生可能エネルギーを拡大し

勢がうかがえた。技術開発に注力

カ、ないしはカリフォルニアの姿

能エネルギー政策に関するアメリ

これらの授業を通して、再生可

ケーションの上に成り立っている

に、すべてがフラットなコミュニ

るか理解出来、「線」になる。第二

が、実社会でどのように生きてい

することで、授業で学んだ「点」

ること。外部ゲストが授業に参加

ＵＣＳＢの授業には共通する点

また学期末には個々にリポートが

と頼んでいる学生もいた。

中も頻繁にＴＡと議論を重ね、リ

ようとの積極的な姿勢が見られる

考 え を ま と め て Ｔ Ａ︵

ポートを書き上げる。それぞれの

Teaching

学部生が持ち寄るケースについて

こと。教授やＴＡあるいは学生同
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課された。この授業では、自分で

キャンパス内のビーチ

が、それは広大な土地が確保出来

議論出来る大学院生の知見の広さ

36

した例だ。

海洋学の授業風景はこれらを凝縮

た実務的な力が身につく。冒頭の

かに課題を進めていくか、といっ

また、全く意見が合わない人とい

や意見、知識を広く吸収出来る。

で学ぶことで、自分にはない考え

専攻と目的を持った学生が同じ場

性はもちろんのこと、さまざまな

いること。人種や国籍などの多様

ウンドを持った人間が同じ教室に

ら学ぶ。第三に多様なバックグラ

士、リスペクトし合い、お互いか

確かに環境は重要で、人間は環境

は悪い」と議論されることもある。

なかった。昨今、「日本の英語教育

を聞く限り日本の英語教育と大差

によると彼が受け
ったが、 James
た英語教育は読み書き中心で、話

彼の英語は私よりはるかにうまか

規学生としてＵＣＳＢに入学した。

から強い影響を受けた。彼
James
は高校まで中国の教育を受け、正

ムメートである一八歳の中国人

多くのことを学んだ。特に、ルー

まった若者たちと共同生活をし、

の学生は皆ハードに勉強するとい

バラでいう自由だった。アメリカ

果も自分次第、それがサンタバー

するかは自分次第、返ってくる結

いった切り替えが皆うまい。何を

館にこもってひたすら勉強すると

鹿騒ぎをする一方で、平日は図書

多い。だが週末はパーティーで馬

リゾート気分になったりと誘惑は

ャンパス内にビーチがあることで

また、パーティーがあったり、キ

ではけんかが起きて退場者が出る。

ーを叱咤激励する人もいた。試合

やはり環境は人間に大きく影響を

きく起因しているのかも知れない。

になるのは、このカルチャーに大

筆頭に新しいアイデアが次々と形

チャーがある。シリコンバレーを

人を強くサポートしてくれるカル

境があり、とにかく挑戦している

りあえずやってみなよ」という環

リフォルニアでは「面白いね、と

たこと」が最も大きな収穫だ。カ

し、失敗しながら学ぶようになっ

「若いうちに恐れることなく挑戦

新しい考え方も吸収出来た。特に、

り巻く現状の一部を理解出来たし、

今回の留学は、私がほんの一部

与える。しかしそれらを生かせる

の狭い世界しか知らないことを改

ったイメージがあるが、全員がそ

している学生もいる︵アイビーリ

めて実感出来たと同時に、もっと

ういうわけでもない。授業にある

ーグなどでは違うかも知れない

多くの世界を見てみたいという好

に大きく左右される。だが何事も

が︶。反対に、勉強とネットサーフ

奇心を刺激してくれた体験だった。

システムや環境のせいにするので

刺激的な共同生活

やるか」が最も重要だ

ィンばかりしている学生もいる。

人生においてこの留学は、私がま

かは自分次第だ。

に気付かされ
と James
た。また、恵まれた環

やはりその環境において、何を目

程度出席し、あとはパーティーを

境にいても、それを生

的に、何をすべきかを自分で見極

だまだ小さく未熟であることを再

ＵＣＳＢの学生は、

め、優先順位を付けて日々を過ご

確認出来た期間として位置付けら

れるだろう。

すことが大切だと感じた。

かすのは自分次第だ。
“Study hard, Play hard”
という信条の下、日々
を過ごす。何に対して

のメンバーは強烈だっ

属したサッカーチーム

のにはやはり短過ぎる。ただ、こ

たり、その土地のことを理解する

なされるが、じっくり学問を修め

一〇カ月の留学は長期として見

れているかを実感しました。あり

申し上げます。自分がいかに恵ま

お世話になった方々に心から御礼

援奨学金」関係、また留学関係で

最後になりましたが、「やる気応

た。遊びでサッカーを

がとうございました。

「とりあえずやってみなよ」

していたのに、足がつ

の期間で再生可能エネルギーを取

も全力だ。特に私が所

るまで走る人やメンバ
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はなく、まずは「個人がどれだけ

アパートでは、世界各国から集

サッカーチームのメンバーと
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