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2001 年度の JIC 奨学生決定！
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農学部
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　JICが毎年４名の奨学生をイリノイ大学に送り込んでいることは，Newsletterをいつ

もご覧になっている方なら良くご存じでしょう。2001年度も多数の応募があり、難関

を勝ち抜いて４名の奨学生が決定しました。８月から始まる秋学期の入学に向けて、

JIC奨学生だった先輩の指導のもとで、ただ今準備中です。皆さまもUIUCやアーバ

ナ・シャンペンの情

報を jicml へ投稿し

て、４名を励まして

あげて下さい。全員

jicmlメーリングリス

トへ加入済みです。

留学中は隔月ごとに

現地レポートを提出

し て も ら い 、 J I C

Newsletter のホーム

ページで逐次公開す

る予定です。お楽し

みに。

　なお、6ページに自

己紹介を載せました。

ご覧下さい。

　題字左横のイラストは、2 年後の

2003年にUniversity Highschool 北側に

完成予定の Tomas M. Siebel Center の

完成予想図。Siebel氏はDepartment of

Computer Science の出身(1983 MBA,

1985 MS in CS)で、Siebel Systemsの創

始者。2000年に母校へ$32 millionを寄

付し、CSの更なる発展のために使わ

れることとなった。
UIUCが作成したイラストを、編集部の古

市が許可を得て写真撮影した。

　副会長になってすで

に２年の歳月が経ちま

した。この間にも、大山

先生のリーダーシップの

もとで多くの方々に支え

られ、イリノイ大学日本

同窓会は同窓会組織とし

て徐々にりっぱになっています。その中

でもJICのホームページは群を抜くもの

があります。このニューズレターもVol.

9を迎えることになりおめでたいことと

思います。毎年4名の奨学金留学生をイ

リノイ大学へ送り出しており、20年以上

継続している出来事です。多くの志願者

からの書類および面接による選考の結果

優秀な若い方が1年間イリノイ大学で学

んでくることは価値のあることだと思い

ます。年次総会には、100名程度のJIC会

員がお集まり頂き相互に懐かしいお顔を

拝見させて頂いています。2 年前には

Conlin学部長が、昨年にはHerman学長お

よびDelia学部長が年次総会をご覧にな

りました。イリノイ大学日本同窓会は、

海外の大学の同窓会として国内

では最も充実した内容を持つ組

織の１つであると思います。こ

れもひとえに我々の先輩が基盤

を作って下さり、それを現在の

皆様のお力でさらにその基盤を

発展させることができているの

だ思います。皆様方におきまし

てはこの紙面で感謝の気持ちを

表したいと思います。

　私がイリノイ大学で学んだのは約20年前

です。その際にお世話になった大学の方々

とは現在でも楽しくお付き合いさせて頂い

ています。今後は私の方が何らかの恩返し

をJICという形の中でしたいと思っていま

す。また私の娘も昨年イリノイ大学付属高

校へ1年間お世話になりました。若い世代の

方々がずっとこれからもイリノイ大学との

関係を、従来の形にとらわれず発展させて

頂けたらと思います。JIC会員の方々がイリ

ノイ大学という１つの場所を共通な概念と

して持ち、それを通じて次の年代・世代へ感

謝の輪を広げていくことができれば、実に

すばらしいことだと思います。今後とも皆

様方のお力を宜しくお願いします。

JIC 副会長　原史郎

ご挨拶
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２月１４日。アメリカでは男の子も女

の子も妙にそわそわワクワクする日。

夕方の授業。場所はリンカーンシア

ター。生徒は約３００人。

授業開始から１時間、教授の指示で皆テキ

ストの記事を読み始めた。

すると一人の男子学生が後ろのドアから

入ってきて突然教授の側に近寄った。

何かを教授に耳打ちしている。約３００人

の生徒は訳がわからず何だ何だとざわつい

ている。

教授がにやっと笑ってマイクを男子学生に

手渡した。

「ジェニー、カムアップ！！」

手には赤いバラの花束と熊のぬいぐるみ。

「きゃーーー！！」「ヒューー！！」「オーマ

イガッド！！」

女子学生達のときめきの目と憧れのため息。

恥ずかしがって出てこないガールフレンド

の元に彼は駆け寄った。

「ハッピー・バレンタインズ・デイ！　

JIC 奨学生レポート
2000 年度

喜多亜貴子　「ハッピー・バレンタインズ・デイ

　現在、2000 年度 JIC 奨学生として UIUC に留学中の 4 名の奨学生からは、２ヶ月に１回、現地レポート

を提出してもらっています。今回はNewsletterのために書き下ろしもらったレポートと、定例の隔月レポー

トの一部をご紹介します。レポートの全文は JIC Newsletter ホームページ上で閲覧できます。４人はもう

すぐ帰国します。帰国後はこの経験を生かして、様々な場での活躍されることを皆で応援しましょう。

武田麻美　「キャンパス・ライフ」
　おとといは雪であんなに寒かったの

に、今日は信じられないくらい暖か

く、今朝から雨と雷です。気候の変化

は相変わらず激しいものの、先週ぐら

いから急に暖かくなり始め、春の予感

はしつつあります。今日の気温は、最

高１６℃最低６℃です。平均的に気温

は高くなりました。冬のコートを着て

少し歩くと、蒸し暑いという感じさえ

します。日もだいぶ長くなったのでは

ないでしょうか。５時過ぎでもだいぶ

明るい感じがします。イリノイ大学に

も春がもうすぐだと思います。こちら

の学生が口々に、春のキャンパスは最

高よ！キャンパス内の芝生はまるで

ビーチのようになるのよと言っている

のを聞くと、春が待ちどおしくてたま

らないです。

　それにしても、気候の変化の激しさ

には体がついていけません。今は風邪

アイ・ラブ・ユー！」

そう言いながらプレゼントを手渡した彼

は教室を飛び出した。

驚いた顔で花束を受け取った彼女は

去っていく彼の後姿を呆然と見ていた。

そして急に正気に戻り大声で叫んだ。

「ウェイト・アップ！！」

彼女は彼を追いかけて

シアターから去って行った。

ほんの１・２分の出来事だった。

ドラマを見ているような

夢のような出来事だった。

人の幸せで自分も幸せな気持ちになれた

素敵な１日だった。

音楽や歌が披露されます。今学期はイン

ド、シンガポール、トルコ等がありまし

た。日本の日も近づいています。

　留学生の数が多いせいか、毎週コスモ

ポリタンは多くの学生で賑わっていま

す。各国から来て学部で学ぶ学生、短期

の交換留学生、日頃研究に没頭している

院生達も、皆この日を楽しみに息抜きに

来ている感じです。また、外国に興味の

あるアメリカ人の学生達も混じっていま

す。留学生同士、共通の悩みというのも

話し合えますし、情報交換の場として私

は気に入っています。世界各国からの

がキャンパス内で流行っています。学生

も欠席しがちになり、私の授業では教授

自身までもが風邪でダウン、休校にする

わけにはいかず、苦しみながらも教えて

くれるという状態です。

　気分的にも天候に振り回されてしまい

がちな毎日ですが、それにも負けないよ

うに楽しみをちょくちょくと見つけて

は、気分的にリフレッシュしています。

私の週一度の楽しみは、コスモポリタン

クラブの集まりです。こちらにいらした

皆さんはご存知かもしれませんが、毎週

木曜日の７時半から９時半、シャンペ―

ンのジョンストリート、キャンパスのユ

ニオンからあるいて、５－１０分ぐらい

の距離にある民家（白い家）で行われま

す。毎週、その週を代表する国の料理や

文化が紹介されます。（ちなみに先週は

ロシアでした。）料理は立食できる程度

の簡単なものですが、その横でその国の

→4ページに続く
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“Simple Elegance”日本の美術工芸品に感嘆！

　日本館最初の運営援助金集めのオーク

ションが昨年３月末開催されました。

　JIC会員の方々を始め、多くの日本館友の

会メンバーから様々なオークションの数々

が寄贈され、お陰様で総額$21,000の収益を

上げることが出来ました。

　当日は、オークションに先立ち、立食形

式でお食事とワインが出され，出席された

181 名の方々は，楽しい交流の時間を持た

れ、その後いよいよオークションに入りま

した。

　今回のオークションはLive Auction とSi-

lent Auctionの二つの形式で行い、Live Auc-

tionではAuctioneerが値段を上げてゆき、45

点の寄贈品を競売しました。Silent Auction では並べた品物の横に最低価格が書

かれた用紙が置かれ、購入希望者は買い取りたい品物に自分なりの値段を書いて

ゆく方式を取り、92点の寄贈品が競売されました。数々の品物のなかでも特に

出席者の興味が集まったのは、日本の伝統工芸品、着物類、袋物、置物などで、

日本の美意識、“Simple Elegance”に感嘆の声が洩れました。また、日本航空と

アメリカン・エアーラインから寄贈された日本行きの往復切符は、とても人気の

あるオークション・アイテムでした。

　この収益は、日本館にスピーカーやアー

ティストをお招きしたり、他の特別プログラ

ムを実施したり、畳、障子、襖などのメイン

テナンスに必要な資金として使われます。こ

うしたオークションは毎年行う計画にしてお

ります。どうかその節には何卒よろしくご協

力、ご支援をいただきますようお願い申し上

げます。

                              イリノイ大学 日本館　館長

        　　　　　　　　　郡司　紀美子

日本館オークションレポート

　ここアーバナ・シャンペーンに来て以来、

休日にスポーツをすることが多くなりました。

今回はそんな UIUC スポーツ事情を簡単に

探ってみたいと思います。

　まず、キャンパスを歩いていてよく見かけ

るのが、ジョギング派の人々です。時と場所

を問わず、頻繁に遭遇します。次にIMPE に

行ってみると、バスケ、バレー、バドミント

ンなどの球技コート、いつ見ても大盛況のジ

ムがある他、屋内・屋外プール、スカッシュ

やテニスのコートがあります。用具やタオル

この冬は日本でも各地で大雪ということですが

皆さんいかがお過ごしですか？

一ヶ月の冬休みが終わり、授業が始まり、追わ

れている内にすっかり2月になってしまいまし

た。シャンペーンの冬は思った程悪くありませ

ん。たまに人生が嫌になるほど憂鬱な曇天が続

く事もありますが、ここ2，3日は毎日快晴で

す。雪もほとんど溶けました。

　私の冬休みは波瀾万丈の一言に尽き、去年の

師走の旅行 3 日前に 20 世紀に使い果たせな

かったのであろう悪運が一気に押し寄せてきま

した。結論から言って、日本へ帰ってしまいま

した。その前にヨーロッパに3週間いたのです

が、私のあまりの疲労困憊ぶりをみかねた母親

酒井祥子

小瀬垣彩子

も貸してくれるので、I カードさえ持っていけば良

く、まさにUIUCスポーツのメッカと言える場所で

すね。またIMPE以外にも、UIUCにはスポーツので

きる場所がたくさんあります。まず、比較的空いた

プールで集中的に泳ぎたければ、フリアホールがお

勧めです。また発電所の横にある砂のコートで、

ビーチバレーを楽しむのもいいかもしれません。そ

して、アイスアリーナでちびっ子に混じってスケー

トをするのも一案です。いずれにしても、もし形か

ら入りたければ、まずはあの典型的フィットネス

ルック（Tシャツ、スパッツ、スニーカー）を準備

しないといけないようですね。

が日本から愛の手を差し伸べてくれました。おかげ

様で、栄養も摂って、顔もますます丸くなって、心

も満たされて、シャンペーンに帰ってきました。

　春学期は、楽しい授業で満載です。

photojournalism は秋にどうしても取りたかったので

すが、人気授業のため諦めたものです。カメラを貸

してもらい、毎日毎日、課題の被写体を探し回って

います。普通に歩いていても、何か面白そうなもの

がある度に下から覗き込んだり、角度を変えてうろ

うろしてみたり、後ろ向きに歩いてみたりと、かな

り挙動不審になっているのも事実です（笑）。それで

も、自分が撮った写真を現像して見るのは本当にワ

クワクします。デジカメは持っているのですが、今

度は一眼レフを買おうと思います。カラースライド
→５ページに続く
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「人と組織を変えるコンピテンシー入門」を書いて
　　　(有)ティエヌオーコンサルティング　代表取締役　武野　昭

2ページから続く(武田さんレポート)

様々な学生と出会え、お互いの国を知る

ことができると言う意味で、私はこのク

ラブの集まりが楽しみで仕方がありませ

ん。

　その他、キャンパス内にもそれ以外で

も面白い活動や楽しい出会いが沢山あり

ます。大学の新聞The Daily Illiniには大

抵、キャンパス内で行われる、イベント

や講義などのスケジュールが乗っている

ので、面白そうなのを見つけては息抜き

に出かけています。

　この間は、映画「パッチ・アダムス」

のモデルとなった、パッチアダムス本人

が学生寮にゲスト滞在しており、話を聞

くチャンスがありました。私はあの映画

にすごく感動したので、本人に会うこ

とができ非常に感激しました。映画の

通り、本人は非常に変わった人でした

が、人を楽しませるのが本当に好きな

のがわかりました。格好からして、医

者という感じは全くなく、全くのピエ

ロでビックリしました。パッチの価値

観、人生観からして私にとっては非常

に興味深く、とにかく人間は人生笑っ

て楽しまなくてはいけない、この世は

なんでもパラダイスだという話には元

気づけられました。また、今問題となっ

ている人と人とのつながりやコミュニ

ティーの大切さについての話は印象的

でした。そんな彼がピエロの格好をし

て、各地へ赴き、このような講演を通して

人を元気づける活動をしているというのに

はとても納得する点がありました。講演の

終わりには、学生の質問への応答、映画が

できるまでの裏話など、貴重な話を聞くこ

とができました。またバレンタインの日

だったので、ラブポエムも披露してくれま

した。

　課題に追われ、遊ぶ暇がないほどの忙し

い毎日ですが、こんな人との出会いを楽し

みに、こちらの生活を楽しんでいるという

感じです。都会でないだけ、素朴な楽しみ

ぐらいしかありませんが、私はこの生活も

結構気に入っています。

書籍紹介　武野昭著

「人と組織を変えるコンピテンシー入門」

上記著書を出版された武野昭氏(1990年MSBA-IM）に、留学当時の思い出と著書の紹介を書いてい

ただきました。UIUCへの留学をきっかけに人生が大きく変わった方は大変多いと思います。JICの

会員の皆様からも、同様の体験談をぜひとも編集部までお寄せ下さい。

参考ホームページ（http://www.os-pub.co.jp/new2000.9_4.htm）

A5 判並製　1600 円 +税

　私はイリノイ大学の経営学部大学院

MSBA-IMを１９９０年に卒業しました。

イリノイ大学には色々な思い出はありま

すが、妻は秋が一番好きな季節だったそ

うです。大学周辺の閑静な住宅街の木々

の彩りがすばらしかったと言っています。

今でも、あのような環境に住みたいと

時々つぶやいています。（日本ではなかな

か難しいのが現実ですが．．．）私はそのよ

うな情緒的な思い出よりも、勉強に明け

暮れていた悲壮感と充実感を記憶してい

ます。もちろん、時には、ゴルフをしたり

パーティーに参加したりと、久しぶりの

学生生活をエンジョイしていたこともあ

りました。多くの方と知りあい、助けてい

ただいたことも多々あり、異国の地で、特

に日本人の情けのありがたさを感じるこ

とができました。一方で、妻ともども合理

的な価値観を形成するきっかけとなり、

それまでと少し違ったライフスタイルを

形成することができました。

　また、私の現在のキャリアを確定づけ

たのもこの留学でした。私自身、留学まで

は、キャリアを意識せず過ごしていた気

がします。それが、それまでの人生で最

大の出来事であった留学を経て、キャリ

アを本格的に意識することができまし

た。その後、紆余曲折はありましたが、現

在の経営コンサルタントとしての仕事に

つく事ができたのも、留学がきっかけで

した。今は、日々充実し、天職につけた

と思えています。私のキャリア形成に

とって、イリノイ留学が大きな意味を

持っています。

　日本では、現在、多くの社会人が自分

のキャリアで苦労されています。中高年

の方にとっても、若い方にとってもキャ

リアを意識しないではいられない世の中

になっています。キャリアを意識しない

で、漫然と過ごすことは、自分にとって

も、所属する会社にとっても不幸な結果

を招きかねません。このような時代にこ

そ、キャリアビジョンを明確にすべきで

す。自分自身の体験を通しても、もっと

早い時期にキャリアを意識すべきだった

と思います。できれば、２０代で明確な

キャリアプランを立てるべきだったでしょ

う。そうすれば、より早い時期に、より充

実したキャリア形成ができたと思います。

もちろん、人生に手遅れということはあり

ませんので、自分のキャリアを意識するこ

とが重要であって、年齢は関係ないのかも

しれません。

今回の書籍は、少しでも多くの方のキャリ

ア形成にお役に立てればという思いで執筆

させていただきました。留学を原点とし

て、今までに学ばせていただいたことを基

礎として、出きるだけ多くの方のお役に立

てればと思っています。特に、今話題のコ

ンピテンシーという概念からキャリアを考

えていただくことをテーマに設定していま

す。

　内容につきましては、いたらぬところが

多々あると思いますので、皆さんのフィー

ドバックをいただけることを期待しており

ます。イリノイ大学日本同窓会と皆様の発

展を心からお祈りしております。
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　JICの会計を担当しております野澤で

す。皆さんからお預かりしております会

費については、事務局（担当：谷口理事）

が原則的に総て入出金管理し、私が随時

出納帳の内容をチェックして毎年収支決

算書を作成し、吉田理事が内容を厳正に

監査した上で、理事会及び総会において

収支決算書の承認をいただいておりま

す。

　総会において承認いただいた収支決算

書の内容は、JIC Newsletterホームページ

上で公開致しております．

　年会費については、ニュースレター等

と共に請求書を送付してお願いしたりし

たことが功を奏して、納入額が昨年度と

比べて全体で約３割程度アップしており

ます。ただ、全体のＪＩＣ会員数からす

るとまだまだ会費納入率は高い方とは思

えません。今後も会の活動を活発に続け

ていくためにも年会費の納入率アップに

ご協力下さい。

　特筆すべき大きなイベントは毎年秋に

開催されています年次総会で、これに関

連しての費用支出が主となっています。

3ページから続く(小瀬垣さんレポート)

をプロジェクターで映し出したりして、

すっかりプロの気分です（笑）。もうしば

らくすると、暗室に入ったりする事もあ

るので、ますます楽しくなりそうです。

　magazine articleのクラスは、その名の

通り、雑誌記事を書きます。授業内だけ

に留まらず、実際に雑誌に投稿します。

マーケットの分析をしたり、エディター

にquery letterを書いて送ったり、著名人

の記事を読んだり、とかなり実践的で

す。洋雑誌に私の英語で大丈夫なの！？

と思いながらも、日本人ライターとし

て！！なんて、心中、野望でいっぱいで

す。新聞、ブロードキャストとはまた特

性の異なるメディアなので、学ぶ事も多

くかなり勉強になります。

　サイコロジーも２つ取っています。

cognitive psychology と　psychology of per-

sonality というクラスで、レクチャーだ

けの大規模なクラスなのですが、かなり

興味深くて、リーディングも全く苦にな

りません。もう一つはスパニッシュ。el-

ementary なので、クラスメートもたど

たどしく、同じレベルに立って私が臆

する事無く発言できる唯一のクラスで

す。なぜかラテン系の友達が多いので

（メキシコ、ベネズエラ、チリ・・）、彼

女たちとスパニッシュでemail交換なん

てしたいなって思っています。プラス

アルファでベトナム語も始めました。

個人的にベトナムは世界でもっとも素

敵だと思っていて、大好きな国なので、

少しでも話せるようになってベトナム

にまた行きたいです。それにしても発

音がとっても難しいです・・・・。

　相変わらずのシャンペーンですが、

日本に帰りここでの時の流れの遅さを

痛感しました。大学3年なので、日本で

は就職活動がもう始まっています。そ

の渦中に呑み込まれる事なく、今この

ゆるやかな時の中でじっくりと自分の

将来を考えています。私にとってはと

ても大事な時間です。最近ようやく迷

い悩んでいた自分の将来への決意が固

まりつつあります。

　もうすぐ終わってしまうモラトリア

ム。一日も無駄にする事なく、最後の

3ヶ月は是が非でも充実させます！

JIC 2000年度会計報告

年次総会の参加者数はここ数年横ばい

状況ですが、会の活動の活性化の為に

も今後もたくさんの方の参加が望まれ

ます。

　奨学金留学生募集では、昨年度に比

べて応募数が増え本年度は１８名の応

募がありました。留学生募集広告にあ

まり費用をかけられない現状にはあり

ますが、今後も一定のレベル以上の留

学生を選抜して派遣することを続けて

いく以上、ある程度の支出は止むを得

ません。

　１９９８年にＪＩＣで集められた寄

付金等によりイリノイ大学構内に開館

された日本館 (Japan House)に、本年度

「さくら庵」の木彫りの額を会の方から

寄贈しました。

　残高については、特筆すべき大きな

イベントがありませんでしたので、昨

年より２割弱増えております。今後大

きなイベント等があった場合に、会の

活動費として繰越金を取り崩して使う

ことになります。会の活動は総てボラ

ンティアで行なわれていますので、自

主的に会の活動の企画を希望される方

は遠慮なく申し出て下さい。場合によ

り会の方から活動費を援助します。

　関西支部及び東海北陸支部の活動費

については、それぞれ各支部長が管理

していますが、本年度は特に支出が発

生しておりません。東海北陸支部を支

えてこられた篠田支部長は、残念なが

ら昨年暮に逝去されました。謹んでお

悔やみを申し上げます。東海北陸支部

は現在支部長不在となってしまいまし

たので、今後の活動のありかたを検討

中です。

　また、Japan House関連の寄付金の受

け皿としての口座は残してあり、本年

度も別会計として計上してあります。

　ご質問等あれば、遠慮なく事務局に

お問い合わせ下さい。ただし、本同窓

会の性格上全員がボランティアで全く

自主的に活動しているため、迅速な対

応ができない場合もありますのでご承

知おき下さい。

　今後も、会の活動へのより一層のご

理解とご協力をお願い致します。 (野澤)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

エンジニアリングライブラリ

撮影：室賀三郎 イリノイ大学教授
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編集後記
　Vol. 9の発行は当初予定から２ヶ月も遅れてしまった。原稿はほとんど２月中に集まっていたにもかかわらず、編集担当の

私が、２月末から３月末までの一ヶ月間、海外出張のために全く作業ができなかったからである。しかし、その出張の途中で

５年振りにUIUCのキャンパスを訪れることができたのは大変ラッキーだった。水曜のお昼の室賀ランチにも参加することが

でき、JIC奨学生の４名全員と一緒に食事をすることもできた。キャンパスは概ね昔の通りだったが、多くの商店は代替わりを

していた。そして、University Highschool の北側は、2003 年の完成を目指して Siebel Centerの建設工事が始まっていた。今度

UIUCに行く機会がある方には、工事の進捗状況をぜひレポートしていただきたい。（古市）

JIC News Letter 編集部スタッフ
生井沢 晴夫  (MBA ’96)

原　史郎      (Engineering ’82)

田中 信子        (Asian Study ’86)

古市 昌一        (Computer Sci. ’94)

庄司  香            (JIC 奨学生 ’95-96)

難波健治         (JIC 奨学生  ’95-96)

塚本美由紀   (JIC 奨学生  ’00-01)

イリノイ大学小山八郎記念奨学金について

受入先・対象分野
受入先はイリノイ大学の学部課程。対象分野は同大学で履修可

能な分野。所属はLiberal Arts and Scienceとなる。

支給内容・期間
授業料が免除される。　支給期間は12ヵ月(8月～)。

連絡先・問い合わせ方法
本ページのJIC事務局，要項取り寄せは 4月以降．問い

合わせは書面にて行う．資料請求の場合は120円分の切

手を貼ったA4サイズの返信用封筒を同封すること．

JIC Newsletterホームページから募集要項を取り出すこと

もできる．

アルク「留学事典2000年度版準備と手続き特集号」を一部参照。

永見陽子さん（北大）
北海道大学農学部応用生命科学科２年の永見陽子です。遺

伝子制御、分子生物学、分子酵素学などといった、ニュー

バイオテクノロジー関連の勉強をしています。イリノイで

もそのような分野の勉強をしたいと思っています。実験が

好きなので、講義だけではなく実験のコースも取りたいと

思っています。

大田祥子さん（奈良女子大）
はじめまして、大田祥子と申します。奈良女子大学大学院１回

生で、発達心理学を専攻しています。イリノイでも、たくさん

の子どもたちに触れ、彼らだけでなく日本の子どもたちの発達

や教育についても考えてみたいと思っています。また、現在修

行中（？）の茶道の心も忘れぬよう、トランクに喫茶道具を忍

ばせて旅立とうと計画中です。

松尾郁美さん（一橋大）
一橋大学経済学部三年の松尾郁美と申します。ゼミでは国

際経済学（国際貿易）を専攻しています。イリノイ大学で

は、勉強や様々な経験、様々な出会いを通して、一回り成

長した自分に会いたいです。

小俣日登美さん（東大）
私は、現在東京大学文学部美術史学専攻課程の三年生に所属す

る小俣日登美と申します。本を読む事はどこででも出来る勉強

ですが、人とめぐり合って刺激をうけあう事で出来る勉強は、

今自分に与えられた環境でしか出来ません。だから、自分の幸

運を感謝して、全てを出来るだけ謳歌しようと思ってます。

JIC 奨学金制度の正式名称は，イリノイ大学小山八郎記念奨学金制度です

2001 年度 JIC 奨学生の自己紹介
派遣予定期間は2001年8月から１年間です．現地からのレポートはメーリングリスト(jicml)とJIC Newsletterホー

ムページで紹介していきますので，まだ jicml に加入されてない方は，jicnews@furuichi.com までご連絡下さい．


