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2003年度の JIC奨学候補生決定！
　秋もかなり深まった2002 年11月9
日の土曜日に恒例のJIC総会が行われ
ました。今年は昨年、一昨年に総会が
行われたお茶の水のグリルセインツ
より六本木の国際文化会館に場所を
移し、色付く木々の風景を窓の外に
見ながらの集いとなりました。今年
も参加者は例年通り約50人の方が出
席され会場のあちらこちらで話題の花
が咲きました。
　総会の冒頭、大山会長から総会に先立って
行われた理事会で新会長に選出された原会長
の紹介がありました。今後のJICの運営方針を
真摯に語る原新会長の口調にはJICに対する
熱い想いが溢れ、会員の誰もが今後のJICの活
動に期待を寄せました。その後、Toby先生の
ユーモアに溢れた挨拶、当日は都合で欠席さ
れた郡司先生のメッセージが披露されました。
 会の半ばでは野澤理事より会計報告が行われ
ました。2001年度の繰越金¥2,925,868、2002年
度収入¥955,223、2002年度支出が¥975,017で
した。収入の主なものは会員の皆様からの年
会費や総会参加費でした。支出面では総会関
連費とビンゴゲームやカレンダーの２項目で
¥618,334、他に特筆すべきこととして、ニュー
ズレター製作がなかった為、¥0、関西支部で
Inter! -cultural Study Tourの歓迎会費用￥93,174

がありました。また、Japan House関連特別会計は
¥435,362 で¥47の利息以外変化はありませんでし
た。（2002年度の収支決算はJICホームページを御
覧下さい。)
　その後、１年間の留学を終えて帰国された2001
年度留学生３名の紹介の後、今夏よりイリノイ大
学に赴く7人の奨学候補生が会員に紹介されまし
た。50音順に、江崎歩さん（筑波大学）、貞弘崇行
さん（東外大）、篠原史温さん（東大）、清水美貴
さん（関西学院大）、中村寿美子さん（大阪大）、堀
池雅之さん（東大）、砂子知香さん（一橋大）の皆
さんです。各候補生の挨拶には初々しさの中にも
個々人のしっかりした目標が伺え、JICの奨学生と
して有意義な一年を送られるものと頼もしく見え
ました。
　最後はビンゴゲームで大いに盛り上がり古館副
会長の閉会の挨拶で締めくくりました。（生井沢）

JICでは会員の皆さんとの連絡を密に取
るため、イリノイ大学関係者の来日にあ

わせた懇親会や勉強会等、総会以外のイ

ベントのご案内は電子メールを利用して

行ってます。電子メールをご利用の方で

奨学生レポート等が電子メールで届いて

ない方は、jicnews@furuichi.comまでご
連絡下さい。

　2002年11月9日（土）に開催された総会に
おいて、大山会長が4年間の職を退任されま
した。大変ご苦労さまでした。今回JIC会長を
拝命することになりました原史郎です。イリ
ノイ大学には1980年～1982年の間にいまし
た。専攻はConstruction Management で、Civil
EngineeringおよびBusiness Administration のjoint
programでMasterを取得しまた。入学の時には
故小山会長に推薦状を頂きお世話になりまし
た。外山会長の時にイリノイ大学日本館建設
のためのファンドレイジングに参加してから、
積極的に理事会に参加するようになりました。
　個人的には、イリノイ大学で元副学長の
Roger Martin氏、The School of Artの元学部長
のDan Perrino氏と長くお付き合いをさせて頂
いています。また日本館の郡司先生とも20年
以上お話をさせていただいています。昨年は
私の娘をイリノイ大学の付属高校に1年間お
世話になりました。現在、私は外資系の不動

JIC会員の皆様へ
JIC会長　原史郎
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産投資顧問会社の役員を
しています。このような
ことすべてが、元はと
いえばイリノイ大学
で学んだことに始ま
ります。私は大変お
世話になったイリノ
イ大学およびJICに
対して、恩返しがで
きる千載一遇のチャ
ンスを迎えることが
できたと考えていま
す。
　イリノイ大学日本同窓
会は、人生のある時期に日本
を離れて米国の同じ大学で学んだ人々のボランティ
アの集まりです。この同窓会に加入することによ
り、いろいろな活動に参加してよかったと思える会
にしていきたいと思っています。同窓会に参加して
何らかの情報を得ることができる。年代を離れて各
分野で活躍している方と親睦を持てる。イリノイ大
学の近況を知ることができる。同窓会の運営に参加
する。そのような会にしていくために、今後理事会
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　イリノイ大学に留学し、素晴らしい時
間を過ごせるのもひとえに皆様のご助力
のおかげです。改めて感謝しておりま
す。
　さて前回のレポートを送らせていた
だいてから１ヶ月余りが経過しました。
この１ヶ月間はこれまでで一番忙しい
日々でした。３つのレポート提出に４
つの期末テストと、１２月はなかなか
息をつく暇がありませんでした。特に
レポートの作成には苦戦しました。参
考文献を探し、目を通した後、ブレイン
ストーミングを行い、それから文章の
作成にかかるわけですが、それら全て
のプロセスでかなりの時間を要しまし
た。理由は英語力不足の一言に尽きま
す。リーディングの速度は遅いし、ライ
ティングも遅々として進みません。日
本語であればすんなり書けることが、
英語ではうまく書けない、ということ
がよくありました。英語力不足をつく
づく実感しています。
　また文章力不足にも気づかされまし
た。レポートを書き終えた後、ネイティ
ブの友達に添削してもらったのですが、
レポートが真っ赤になってしまいまし
た。まるで「赤ペン先生」状態です。訂

正された箇所の多くに
「awkward 」という言葉が書
かれていました。つまり、文
法が間違えているわけでは
なく、文章の体裁が悪いと
いうのです。端的に言えば、
「ごろ」が悪いのです。加え
て、文章表現に曖昧な部分
があるとも言われました。
このような問題が起こるの
は、日本語的な思考から脱
却できていないからだと思

います。日本語の文章としてはおかし
くないものでも英語になおすと響きが
おかしいということがあるわけです。
今後は文法上の正誤だけではなく、文
章の体裁にも気を使っていく必要があ
ると感じました。そのためにはより多
くのリーディングをこなして一歩一歩
英文の感覚になれていく他ありませ
ん。
　ところで、１０月の末にホストファ
ミリーができました。ホストファミ
リーと言っても、ホームステイをした
りするのではなく、時々お宅に伺って
食事をごちそうになったりするような
関係です。イリノイ大学国際課（OISA
）が、アメリカ人家庭に興味のある留
学生を、外国文化に興味のあるアメリ
カ人家庭に紹介するプログラムを
行っているのですが、彼らとはそ
の斡旋プログラムを通じて出会い
ました。ちなみに、このようなプ
ログラムを見ても、イリノイ大学
は留学生に配慮の行き届いた大学
だと言えます。
　幸せなことに、ホストファミ
リーの彼らはとても素晴らしい人
たちでした。４０ 過ぎの夫婦に子
どもが４人ととてもにぎやかな家

JIC奨学生レポート
2002

前田 耕　立命館大学大学院　国際研究科

　2002 年 8 月から UIUCの College of Liberal Arts and Science (LAS)に留学中の 4名の JIC 奨学生からは、２ヶ月に１回、
現地レポートが電子メールで届きます。会員の皆様には、JICMLメーリングリストを使ってメルマガ形式で皆様にお送り
してます。今回は、Newsletter 用に最新のレポートを編集したものをご紹介します。なお、JICML にまだ登録されてない
会員の皆様は、http://www.illini-club.jp/ にアクセスしてご自身で登録するか、jicnews@furuichi.com までご連絡下さい。

庭ですが、皆がやさしくて温かい人たちで
す。初めてお宅へお邪魔したのは１０ 月
の末でしたが、そのとき一緒にいただいた
夕食のぬくもりは忘れられません。何ヶ月
かの間外食ばかりだった私にとって、家庭
でいただく夕食はぬくもりに満ちていまし
た。そして彼らは私がとけ込みやすいよう
に細やかな気遣いを見せてくれました。本
当に幸せで楽しい食事でした。もちろん彼
らとはその後も何度か会いましたが、会う
たびに非常に親切にしてくれます。とても
素晴らしい人たちです。 このような素敵な
アメリカン・ファミリーに出会えたことは
私にとって貴重な財産です。これからもっ
ともっと親交を深めていければと思いま
す。そして、もちろん、留学が終わって日
本に帰ることになっても交流を続けていき
たいと考えています。　それにしても時間
の経過の速さには驚かされてしまいます。
ついこの間シャンペーンに来たばかりなの
にもう秋学期が終わってしまいました。残
すは春学期の４ヶ月間強のみです。私の留
学生活も折り返し地点にさしかかっている
ことになります。おそらく春学期も先学期
と同じようにあっという間に過ぎ去ってい
くに違いありません。残された貴重な時間
を有意義に使うためにも先学期以上に勉
学、趣味に精を出し、実りのある留学生活
にしたいと考えています。 　

LAS, focus on Economics and Sociology

ホストファミリー

International Party
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　こちらにきてから、すでに５ヶ月目
に入り、年も改まりましたが、とても信
じられない思いでいっぱいです。
　さて、今回のレポートでは、 秋セメス
ターと冬休みについてご報告させてい
ただきたいと思います。
　秋のセメスターでは、ＥＳＬを２つ
にソーシャル・ワークを２つ、それに特
殊教育１つのあわせて５つの授業を
とっていました。リーディングの量の
多さ、小テストやペーパー、プレゼン
テーションなど、常に何かにおわれて
時間が足りないというのが、正直な感
想ですが、同時にどれも大変興味深く、
有意義なものでした。中でも私が一番
楽しかったのは、発音のＥＳＬ のクラ
スで、毎回、毎回授業に行くのが楽しみ
でなりませんでした。このクラスでは、
発音の練習というよりも、知らない単
語にであったとき、どのように発音す
るかを予想する規則性を学んだり、会
話におけるアクセントの変化やストレ
スおき方など、おそらく、ネイティブ・
スピーカーも知らない法則について知
ることが出来ました。また、このクラス
は、interesting なだけではなく、funny で
もありました。日本語に置き換えてみ
るとわかるかもしれませんが、たとえ
ば、th の発音を練習するためにmother
という単語を繰り返すということは、
「おかあさん」「おかあさん」と全員が声
をそろえて、真剣に繰り返していると
いうことで、ネイティブ・スピーカーの
インストラクターの気持ちを考えると、
とてもおかしく思えてしまいました。
また、私のいたクラスは韓国人、中国人

が多く（といっても、全部で１０ しかい
ませんでしたが。日本人は私１人でし
た。）、彼らの言語にもv やf、th の発音
のような、唇や舌をかむ習慣はあまりな
いようで、それらを発音するときの、何
か恥ずかしい気持ちをお互いに理解でき
るのが面白かったです。また、特に私
は、他の全員が大学院生で、年齢もかな
り上のかたがたが多かったこともあっ
て、かわいがっていただいたのではない
かと思います。なかに、私の母くらいの
年齢の韓国人の女性がいて、彼女が自分
自身の発音に笑い出すと、その気持ちが
よくわかる私も笑い出し、２ 人が笑い
出すととまらなくなるため、私は毎回必
死で笑いをこらえていました。
　そんな、楽しくも厳しくもあったセメ
スターもなんとかファイナルを乗り切
り、冬休みを迎えることが出来ました。
サンクスギビングには東海岸を凍えそう
になりながら旅したので、これ以上寒さ
はいらない、といって、友人と２ 人でカ
リブ海はバハマに行ってきました。バハ
マのナッソーというところにいったので
すが、とてもとても田舎で、私たちの泊
まったホテルはその中でも田舎、ダウン
タウンまでバスで４０ 分、しかもその
バスは１ 、２ 時間に一本という少なさ
でした。実際このバスを逃して、私たち
は２時間ボーっとたっておりました。バ
スといっても、日本で動いているような
大型バスではなく、いや、日本で動いて
いたまさに日本の温泉旅館のバスがその
まま、バハマに運ばれており、バスの側
面には「○○温泉旅館」という文字が半
分隠されていて、ドアには automatic

堀川 裕美子　東京都立大学 人文科学部
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door ではなく、「自動扉」とかかれてい
ました。さらに、時にはバスはドアを開
けたままで走ったり、なにせ２時間に１
本のバスですから、出来るだけ多くの人
を乗せようと、温泉旅館バスのあの狭い
ドア付近にも人が立って２ 、３ 人乗り、
それでも運転席の隣が空いていたのです
が、ドアにはすでに人がいて、動けない
状態ですので、窓から人がのりこんでく
るということもありました。
　また、人々はのんびりとしていて、お
おざっぱなのか、あまり物事を気にしな
い、文句を言わないという印象でした。
　たとえば、マクドナルドはマクドナル
ドではありませんで、相当のんびりと対
応してくれ、ファーストフードではあり
ませんでした。私たちがコーヒーをたの
むと、コーヒーはもうない、と言い、紅
茶を頼むと、熱湯がないと言うのです。
結局熱湯はあったのですが、なぜか私の
友人はお金を請求されることもなく、紅
茶をてにいれ、砂糖とミルクはなにもい
わないのに、４ 個か５ 個ずつつけられ
ました。ホ テルでは電話がついているの
に、電話はかけられず、それが、私たち
の部屋だけかと思えば、どうもどの部屋
もかけられないらしく、私が頼みの綱
の、インターネットのメールをうちにい
くと、やはりメールを打っていたほかの
宿泊客に、電話がかけられたか、ときか
れたので、かけられないけど、かけられ
た？ときいてみたところ、みな、かけら
れないということがわかりました。さら
には、金庫が使えますと、ホテルの従業
員が到着したときに案内してくれたのは
いいのですが、金庫には鍵がなく、何の
意味もないお飾りでした。　むしろその
金庫に入れていたら、わざわざ大切です
よ、と教えているようなもので、まるで
昔のコントのようでした。
　しかし、このような体験もすべてが楽
しく、とくに海はきれいで最高に気持ち
がよかったです。私たちはパラセーリン
グというウォータースポーツに挑戦しま
したが、パラセーリングは、パラシュー
トをしょって、船につながれ、そのまま
船が前進することによって起きる風の力
で空を飛ぶというもので、本当に気持ち
がよかったです。
　カリブ海にはほんの５ 日間滞在し、年
末にシャンペーンに戻ってきました。新
年は中国人のルームメートとふたりで、

LAS, focus on Social Works and Education

ESLクラスの友人と行ったPotluck パーティ
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ました。親切な友人に恵まれ、貴重な
経験ができ、とても嬉しく思います。
　そして冬休みには、また寮も閉まる
し、旅行するしかない、と、私はファ
イナル直後からメキシコに行き、昨日
シャンペーンに戻ったところです。カ
ンクン、アカプルコ、クエルナバカ、メ
キシコシティーと旅をしていました。
カンクンでは日本では免許のいるモー
ターボートを乗り回し、マングローブ
のラグーンを探検しました。サンゴ礁
のシュノーケリングポイントに行く
と、泳いでいる海ガメと遭遇、という
感動も味わいました。クリスマスは美
しいカリブのビーチで、新年はアカプ
ルコの盛大な花火のもとで迎えまし
た。世界に４つしかないガールスカウ
トのワールドセンターがクエルナバカ
という町にあるのでバスで移動し、ア
メリカやカナダからのガールスカウト
と一緒にキャンプをしました。チェ
チェンイッツァとテオティワカンの遺
跡にも行き、ピラミッドに登りまし
た。なんだか優雅なバケーションに聞
こえるかもしれませんが、実は泊まる
ところはドアがベニヤ板、一泊 4ドル
のバックパッカーの宿で、食事は20円
のタコス２つだったりします。
　ちなみに、現在も寮は閉まりホーム
レスなので、寮が開く20 日まで友達の
家を渡り歩く予定です。寮が閉まって
しまうのは不便ですが、旅行や居候を
しなければならないという立場も、面
白いものです。
　次回も楽しいイリノイでの生活レ
ポートをお届け出来るよう、春学期も
元気にがんばります。お読みいただき
ありがとうございました。

岡沢宏美 大阪外国語大学

　新年を迎え、この貴重な留学生活を実り
多いものにするためがんばろうと、新たな
気持ちで決心しています。そして、今、こ
うしてイリノイ大学で学ぶ事ができるの
も、JIC の皆様をはじめとする多くの人た
ちのおかげであると改めて感謝致します。

　前回のレポートを書いてから、早くも3
ヶ月が経ちます。たくさんの課題に追われ
ながらも、楽しく、充実した日々を送っ
ています。 秋学期は言語学の授業を二つ、
教育学を一つ、作文の授業を一つ取りまし
たが、特に言語学の授業はすばらしいもの
でした。統語論の授業では課題が多く苦労
しましたが、わからない時はオフィスア
ワーに通い、教授に個人レッスンをしてい
ただき、言語学の分野の中で苦手だった統
語論が、とても面白く感じるようになりま
した。 音声学の授業も面白く、自分の声を
コンピューターで分析したり、アラビア
語、ビルマ語、ヒンディー語などの音声を
聞き分け、記述する訓練も受けました。世
界中からの教授や留学生が集う、ここイリ
ノイ大学だからこそ、このような勉強がで
きるのだと思っています。
　年が明け、秋学期の成績も出ました。な
ぜか日本の大学の成績より良く、驚いてい
ます。日本のように課題はほとんどなく、
一回の試験のみでの評価というスタイルよ
り、多くの課題やレポートを着実にこなし
ていき、オフィスアワーやスタディーグ
ループで、教授やクラスメイトと関わりな
がら勉強を進める、という授業のスタイル
の方が私に合っているのだと思います。　

　

　来学期は授業数を増
やし、教育分野でより
応用ができる言語学を
学びたいと思い、第二
言語習得、音韻論、発達
心理学、スピーチコ
ミュニケーションの授
業を取ろうと考えています。ビジネスや
ジャーナリズムは人気があり、取りたい
授業がなかなか取れない、という話を聞
きますが、言語学の分野に限ってはほと
んどそんなことがないのが幸運です。そ
れに加え、写真やジュエリーの芸術科目
も取りたいと思っています。
　生活面で他の奨学生と違う事は、私は
学部の寮に住んでいる、という事です。
ルームメイトとも仲がよく、寮の食事も
おいしく、快適な生活ですが、一つ困る
のは、休みには寮が閉まってしまうとい
う事です。アメリカ人の学生は、試験や
授業が終わるとすぐ実家に帰り、授業が
始まる前日に戻ってくる人がほとんどで
す。寮が閉まる日々をどう過ごすか？と
いうのは、私にとって大きな問題です。
　サンクスギビング中も寮を追い出され
るので、どうしようかと思案していたと
ころ、ガールスカウトの友達が「うちに
おいでよ」と誘ってくれて、ミシガンの
その子の家に一週間滞在させてもらいま
した。お父さんがミシガンから7 時間か
けてシャンペーンまで迎えに来てくれ
て、また7 時間かけてミシガンの家に戻
りました。そして、一週間後の休み明け
にも、お父さんは14 時間の運転をもう
一度する事になります。アメリカでは里

帰りも大変です。ミシガンは
イリノイより寒く、1１ 月の
時点でほぼ毎日雪が降ってい
ました。その家ではなんと、
ペットにミニチュアホースや
ウサギを飼っていたので、雪
の中、動物と遊んだり、買い
物に行ったり、料理を手伝っ
たりして、アメリカの家庭の
サンクスギビングを満喫でき

Web 上に日記やキャンパスの写真を公開しています。
http://sc.gaiax..com/sc/cools/maypanda

LAS, focus on Linguistics and Education

ハロウィーンの仮装
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田中千絵 東京大学大学院 教育学研究科

　日本から未の絵の入った年賀状が届い
て、日本の時間の流れの感覚をふいに思い
出したような気がしました。前回レポート
を書いてから3 ヶ月以上が経ちましたが、
その間には1 年間かけても起こりえないよ
うなことを、楽しいこともつらいことも非
常に濃縮された形で経験してきたような気
がします。
 この学期中にもっとも思い出に残ってい
てここに書き記しておきたいのは、11 月
末の私自身の誕生日のことです。誕生日を
迎える夜中の12 時、何人かの友達が部屋
を予告なしに訪れてくれ、surprise happy
birthday をしてくれたのです。ドアを開け
た瞬間に目の前に巨大な白いくまのぬいぐ
るみがあらわれ、その背後から友達の笑
顔、笑顔がみえたときには、あまりの驚き
と感激にパニックになり、どうしていいか
わかりませんでした。もちろん本当に心か
らいいたかったことは、“I love you,guys
all!!”
　そして、その週末には20 人近い友人を
招いて寮の地下のゲームルームでパー

ティーを開き、日本食をふるまいまし
た。（親子丼、肉じゃが、カレー！）みん
ながそれだけ集まってくれただけでも感
激ものでしたが、アメリカ人や interna-
tional の友達がみんな日本食をたのしんで
くれたことが非常に心に残りました。間
違いなく生涯忘れられない誕生日で、
パーティーであふれるほど撮った写真を
次々と見ていくたびに同じ感動がじんと
こみあげてくる気がします。
　さ て、楽しい 11 月も終わり、12 月、
ファイナルの時期にはさんざん楽しい思
いをしたツケか、テストにレポートに非
常に追い詰められ、一人で図書館で夜を
明かしたり（朝6 時に図書館でうたた寝
から目覚めるという経験はなんともいえ
ないものです）、かと思うと、寮の友達と
みんなで一緒に階下で勉強したり（ある
いは邪魔しあったり夜食をとったり！）
と、とにもかくにも友達に囲まれつつ、
忙しさと楽しさとつらさがそれぞれ濃く
まじりあった、この一学期間を象徴する
ような時間をすごしたように思います。

　ファイナルの周辺には、知らない
間に積み重なった疲労からか、冬休
みには日本に帰ろうかとだいぶ迷っ
たこともありましたが、結果はとも
かく（！）ファイナルやらmusic のク
ラス concert@klannert ！やらを終え
て、その勢いよく気の合う友達とク
リスマスをN ．Y 、年越しをChicago
ですごし、楽しく、リラックスした
時間をもつことができ、今はもう10
日ほどあとに控えた春セメスターに
向けてかなり充電ができたような気
がします。しかし、White Christmas
@N.Yも 、ジャズと花火にいろどら
れたChicago でのHappy new year も
素敵でしたが、やはり旅行を終えて
Champaign に戻り、Shermanhall をみ
あげる度に感じる安堵感はなんとも
いえず、幸福なものです。今は友達
とひたすらごはんを作って食べたり、
IMPE でひたすら泳いだり、ここぞ
とばかり映画をみたりとのんびりと
すごしています。
　 す っ か り 慣 れ 親 し ん だ
Champaignの街、Shermanhall 、一
緒に暮らしているかのように毎日
会っていろいろな話をする友人
達、そんなものたちと過ごす時間
がもう半分近くも過ぎてしまった
かと思うとあせりと寂しさを今か
ら感じてしまいそうになります
が、次のセメスターも後悔のない
よう、精一杯、目いっぱいの経験
をしたいと思います。ではではま
た次回のレポートでお会いしたい
と思います。ありがとうございま
した。      　

ワンタンをつくったり、煮物をつくったり、お雑煮を作った
りして、だらだらとすごしました。とくに２ 人で、自分たち
のような人は他にはいないだろう、といいながらみていたの
は、アイアン・シェフ（料理の鉄人）で、なんと元旦のお昼
の１２ 時から夜中の１２ 時まで、ほとんどずっと、アイアン・
シェフを半ばいやになりながら、むしろ意地になって見てい
ました。それも楽しかったのですが。

　とにかく、シャンペーンではほとんどすることがないの
で、もう一度くらい旅に出かけたら？とルームメートにも
いわれ、シカゴにでもいってこようかな、とのんびり考え
ているこのごろです。次のセメスターも、また有意義な経
験をすることが出来ると思うと、本当に皆様のご支援に感
謝しております。秋セメスターも皆様のおかげでこのよう
に、乗り切ることが出来ました。心よりお礼申し上げま
す。次のセメスターでもお世話をおかけすると思います

→3ページから

LAS, focus on Sociology

Surprise happy birthday
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『21世紀とトインビー』第５号（2001年5月12日）＜トインビー地球市民の会＞より転載

　みなさまこんにちは。
アメリカでの 1 年はいか
がでしたか、と聞かれて、
あまりにもぎっしりと詰
まった期間であっただけ
に、いつも何から話せば
いいものか迷ってしまい
ますが、ふとした時に、イ
リノイでのちょっとした
出来事が思い出されたり
してすごく懐かしくなり
ます。私は友達との約束
やリーディングなどで
UrbanaのCafe Espressoや
Cafe Kopi をよく利用し
たのですが、その頃お店
でよくかかっている音楽
が友達共々気に入って、コーヒーを注
文しがてら、あるとき店員さんにその
CDのタイトルを聞いたことがありまし
た。Airの"Moon Safari"というアルバム
だったのですが、今でも部屋でよく聞
いています。帰国してしばらくしてか
ら、その友達からe-mailが届きました。
"Do you by the way remember the time at
Espresso when we asked them about the
music we were listening to. It was Air and
Moon safari. I bought it recently second

hand. Really great CD and it makes me think
of us sitting there talking…."なんだかすご
く不思議で懐かしい感じ、それに嬉しい
気持ちがしました。
　それから、イリノイ大学で子どもの発
達についての勉強をしたことは、大きな
転機となりました。特に、Carle Hospital
の小児科でChild Life Specialist の下で、
長期・短期療養中の子どもたちの精神面
でのケアをお手伝いしたことが思い出に
残っています。病室を巡回して子どもや

ご 家 族
の 話 し
相 手 に
な っ た
り、検査
時 や 痛
み を 伴
う 医 療
行 為 の
際 に 子
ど も に
付 き
添 っ た
り、また
P l a y -
room で
子 ど も

2001 JIC

大田祥子　奈良女子大学大学院

の症状や年齢などにあ
わせたPlay Activityを
実施したりしました。
日本にこうした医療
が根付くにはまだま
だ時間がかかりそう
ですが、病院の子ども
たちやSpecialist と接
する中で考えたこと、
感じたことを大切に
心に留めて私なりの
道が歩めたらなと
思っています。ちょう
ど私のアメリカ滞在
中に、Child Life Coun-
cil 主催の大きな学会
がオーランドで開か

れました。Carle HospitalのSpecialistや実
習生と一緒に、将来いつかこの学会で会
えるといいね、と話したことを覚えてい
ます。世界は広いけれど、絆は目に見え
ないところでつながっているものだと思
います。
　留学中は、旅行等を通して広いアメリ
カを肌で感じる絶好の機会でもありまし
た。南西部の国立公園をモーテル泊まり
しながらレンタカーで走ったことが一番
の思い出です。同じアメリカとは思えな
いほど様々な景色が広がり、思い切り深
呼吸できた旅でした。道中ラスベガスの
ような大都市があると思えば、人もほと
んどいないような村もあり、今晩泊まる
宿がある村はどこかと探しているうち、
知らない間に通り過ぎていたというのは
今では笑い話です。
　とにかく、人との出会いに恵まれたこ
と、そして自分自身オープンになって新
しい環境に飛び込んでみたことで、新し
い世界が開けた一年でした。今は、また
アメリカを訪れて友人や恩師に再会でき
ることを楽しみにしています。貴重な機
会を与えてくださったJICの方々に、こ
の場をお借りして改めてお礼を申し上げ
たいと思います。ありがとうございまし
た。

LAS, focus on Child Development and Family Studies

モニュメントバレーにて

Cafe Espressoにて友人と
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　日本に帰ってきてから、すでに半年以上がた
つわけですが、アメリカで受けた以上に、帰国
後の逆カルチャーショックの方が大きくて順応
に手間取っています。私は現在４年生なのです
が、卒業論文の執筆や、進学を考えているため、
大学院入試の試験準備等に追われているのです
が、イリノイにいたころのほうが良く勉強し、
メリハリのある充実した生活が送れていたと痛
切に感じています。
　帰国後に気づいたのは、日本における学生生
活の、お金と時間がいかに無意味に消費されて
いくかということです。東京にいれば交通費も
かなりかかりますし、食費も、アメリカで野菜
をかじり、おかゆで生活していた者にとって
は、目を丸くするほど高いのです。
　さらに、日本の学生の間には、「まったりす
る」なる語彙があって、同じ学科に所属する人
間、同じ部に所属する人間同士が、なんとなく
つるみあって、ぼんやりと共に時間をすごす、
食事する、という社交がなされているのです
が、「何もしない」を一緒にする、などという人
間関係からすっかり遠ざかっ
ていた私には、まったくの時
間の浪費に感じられました。
（遊ぶなら遊ぶ、そうでない
ならばさっさと自分のしたい
ことをしたい、という私の態
度は、ここでは「変」もしく
は「非社交的」です。）更に、
研究をしたいという夢のある
学生として、気合をいれて卒
業論文にとりかかった私にた
ちはだかったのは、「自分の
いいたことは卒業論文では表
に出さない方が良い」という
先輩からのアドバイスでし
た。ところが、アメリカの一
年間、生徒の意見に真摯に耳
を傾けてくれた先生方との
出会いによってすっかり甘
やかされていた私には、その意味が分からず、
いまだに分からないまま、卒業論文提出日まで
二週間をきっている時期に突入しました。意見
の無い論文なんてあるのでしょうか。
　一年間の留守のあと、日本に戻ってきた私
は、「普通でいること」「平均的であること」が、
日本の社会においてはいかに「重要」とみなさ
れているかを改めて痛切に感じました。「変
わっていること」はアメリカでは当然でした
し、ユニークであることは美徳でした。そもそ
も、多種多様なバックグラウンドの人たちがい
る場所では、平均を設けるのは不可能です。け
れども、ここで「変」であると言われることは、
烙印をおされたも同じことです。確かに、平均

的価値観がどこにも設けられていて、それを
クリアすればいいのであれば、「自分でいるこ
と」のよりどころが求めやすく、その点から言
えば、常に「自分探し」のプレッシャーに駆ら
れない分、生きやすいのかもしれません。で
も、一人称で自信を持って語れないのは、いま
だにアメリカの空気が抜けない私には、つら
い気がします。
　（例）普通の日本人の女の子二人の会話
A：やせたー？すごくかわいくなったねー。
B：えー、そんなことないよ、ぜんぜん。
　これがアメリカの場合だったら、おそらく
A：You are in shape!
B：Thanks, I'm doing push-up 50 times a day.
　（例）ゼミでの普通の会話
A：すごくいい発表だったわね。
B：えー、だって私バカだし、要領悪いし・・・。
　これがアメリカの場合だったら、おそらく
A：Good work!
B：Thank you.
だけで終わる会話でしょう。

　アメリカにいるころは、アメリカ人の自己
主張が強く、時には人の意見を聞かない態度
にいらいらさせられたものですが、今度は、常
に自分を卑下して表現しなくてはいけないの
が自虐的な行為に感じられてきます。極端な
謙虚さは、他人の気分を害さないための心配
りというより、自分自身に対する欺瞞に感じ
られてしまいます。自分を好きでもないひと
が、他人に心配りなんてできるんでしょうか。
　一年苦楽をともにして、お互いのパンツの
色まで知り尽くした賢明なる我がルームメー
トが、私の日本帰国直後、私に忠告してくれた
のは、「アメリカで一年間得たことに相応する
ものの代わりに、あなたは日本にいればその

小俣日登美 東京大学文学部

間に築いていたはずのものを得られなかっ
た。だから、それは一種の喪失と同じ。」
ということでした。
　確かに、たった一年間の間に失ってし
まった人間関係もありますし、私は「普通」
でいるための方法を失ってしまったかもし
れません。私自身はイリノイで過ごした私
の一年間は、私自身の人生にとっても、何
にも変えがたい重要な時期だったと考えて
います。「普通」の枠外で生活することで、
「普通」とみなされていることに対して疑
問をもつようになりました。
   「私」が常に主張される環境が過酷だっ
たおかげで、一人称で語らないおかげで責
任逃れもできるけれど、それはおかしいん
じゃないかと気付くようになりました。言
葉が稚拙でも、心の通ったコミュニケー
ションに恵まれたおかげで、すっかり正直
な言動マニアになってしまいました。
　まるで下手な作詞家の応援歌のような言
葉で、留学の成果をまとめようとしている

わけですが、たった一年
間の留学で論文を完成さ
せたり、学位をとったわ
けでもない私にとって、
学習できた成果というの
はこんな抽象的な言葉で
しか捉えられないものな
のです。
　アメリカでの生活は、
私を精神的な意味でのバ
イタリティーに満たして
くれました。現在、私が痛
切に感じるのは、私がア
メリカで形而上的な次元
にしろ学んだことを、一
体私自身がどのように役
立てればいいのか、とい
うことです。

「一年間学び、楽しめた、いい思い出になっ
た。」

と片付けるのは、奨学金で行かさせていた
だいた以上無責任である気がします。それ
以上に、自分の中で、この経験を、「思い
出 」や完結してしまったこととして処理
してしまいたくない、という強い思いがあ
ります。卒論と院試験のほかに、目下私が
考えたいのは、経験を短絡的に処理してし
まわないための手段です。
   一番手っ取り早い、私のバイタリティー
の消費方法は、次回のＪＩＣの飲み会のお
手伝いでしょうか？

LAS, focus on ?????????
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　現在留学中の奨学生からのレポートを読
み、彼らがもう春学期を迎えているのかと
思うと、時のたつ早さを実感します。実に、
帰国してから８ヶ月がたちます。帰国後は
就職活動や卒論に終われ、瞬く間に時間が
過ぎていきました。思えば、留学中は辛い思
いもたくさんしましたが、楽しい思い出も
たくさんあり、とても刺激的な一年でした。
帰国した当初は、当分留学は結構、と思って
いたりもしましたが、機会があれば是非ま
た海外に勉強をしに行きたいと思う今日こ
の頃です。
　以下、昨年８月に書いた最終レポートを
持って、最終報告とさせていただきたいと
思います。

　他の奨学生より一足早く日本に
帰ってきてから３週間少したちま
す。留学したての頃はなかなかア
メリカに馴染めなかったのに、
９ヶ月のブランクがあっても日本
にはあっという間に慣れてしまい
ました。やはり私は日本人なのだ
な、と実感します。
　春学期はスモールビジネスコン
サルティング、ビジネス統計、ビジ
ネス＆テクニカルライティング、
世界史、エアロビクス、アイスス
ケートの授業を取っていました。
　スモールビジネスコンサルティ
ングは、ダウンタウンシャンペー
ンにある本当のスモールビジネス
のコンサルティングをするもので
す。この授業はフルだったのです
が、商学部のオフィスに嫌がられ
るほど通いつめ、そして担当の教
授にも何度もメールした結果、取
ることが出来ました。私たちが担
当したのはリタイアしたあと、
Adapt-A-Lapという視覚障害者用につくられ
たブックホルダーを売っているクライアン
トのベンチャービジネスのコンサルティン
グです。毎週一回クライアントとミーティ
ングをし、自分たちでもリサーチを進め、結
果的にクライアントの事務処理能力を改善
するソフトウェアのパッケージの提供と、
ホームページやパンフレットの改訂、そし
て障害者のアソシエーションのニュースレ
ターや、VAホスピタルなどの販売チャネル
を探すというアウトプットを生み出すこと
が出来ました。この授業は教科書もなく、
「経験から学べ」という方針だったので、全
てがディスカッション中心で、わたしに

松尾郁美　一橋大学経済学部

とってはかなりしんどかったですが、め
げずについていきました。最後はクライ
アントの方にイタリア料理をご馳走にな
り、しかも大変感謝していただけたので、
とてもよい経験になりました。
　世界史は講義とディスカッションのク
ラスに分かれており、ディスカッション
のクラスでは、芥川龍之介の「歯車」な
ど、バラエティーにとんだ読み物があり、
とても面白かったです。ただ、私は高校
で歴史を勉強しただけなので、専門知識
はまったくなく、ディスカッションでは
なかなか発言しづらかったのですが、日
本のことになると発言しまくったので、

最後の方はクラスの友達も私の存在を認
めてくれたのか、テスト前に一緒に勉強
会をしよう、と向こうから誘ってくれ、大
変嬉しかったです。
　秋学期は運動不足だったので、エアロ
ビクスの授業も取りました。色んな音楽
にあわせて踊り、かなり気分転換になり
ました。あと、せっかくイリノイに来た
のだから、と思い、アイススケートの授
業を取りました。この授業は、基本のス
ケーティングに加え、スピンやジャンプ
など、かなり高度な技を教えてくれます。
イリノイに留学したら、絶対オススメで
す。確か８週間（週二回）で３０ドルくら

いだったと思います。
　春休みはもとルームメートとNYCにある
彼女の家にステイさせてもらいました。彼
女の甥っ子のベビーシッターをしたり、一
緒にショッピングに行ったり、ペルシャレ
ストランを経営している彼女の友人にタダ
でペルシャ料理をフルコースでご馳走して
もらったり、とても有意義な一週間でした。
　ファイナルが終わった次の日にイリノイ
を発ったので、さすがに帰る間際は引越し
の準備、ファイナルの準備でかなりフラフ
ラな状態でした。やはり帰国準備として、最
低一日確保することを次期奨学生にオスス
メします。予め荷物を船便で日本に送って
いたにもかかわらず、何故か異常に荷物の
量が多く、空港で散々怒られました。飛行機
の出発時間まで僅かしかなかったことと、
寝不足と疲労で意識朦朧とし、悲壮感漂う
目で見上げる私を航空会社の人もあまりに

哀れに思ったのか、「仕方ない
わね、今回は許してあげるわ」
と罰金を何とか免れました。
テロのあと、かなり荷物の
チェックが厳しくなったよう
です。
　振り返ってこの留学生活で
得たものは、異なるバックグ
ラウンドを持つ人といかにし
たらお互いcomfortable に共存
できるか、を学べたことが一
番大きかったと思います。異
なるバックグラウンドを持つ
人に興味を持ち、彼らのカル
チャーを尊重し、かつ自分の
カルチャーにも自信を持ち、
自分もオープンでいる。それ
が私の解答です。また、留学か
ら帰ってきてから思うことは、
イリノイ大学で勉強できた私
が、どんなに恵まれた環境に
いたか、ということです。もち
ろん、周りの音が全部英語
だった、ということもありま
すが、あれほど勉強環境が

整っているところは日本ではなかなかない
のではないのでしょうか。尤も、留学してい
る最中は、勉強しかすることがない、と不満
に思ったこともありますが、コンピュー
ター設備が整っていること、落ち着いて勉
強できる場所がたくさんあるということは
大変恵まれた環境だったことに帰って来て
から気付きました。
　最後になりましたが、この留学という機
会を与えてくださったJICの皆様には大変感
謝をしております。勉強以上に、日々の生活
や旅行を通して考え、感じたこと、そしてそ
こで得た友人は一生の財産です。

LAS, focus on Economics and Business Administration

タイ人の友人とコロラドでスキー
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永見陽子 北海道大学農学部

　早いものでイリノイから帰ってきて
もう半年になります。元の大学での生
活にもまたすぐに慣れましたが時折イ
リノイでの生活を懐かしく思うことも
多々あります。留学していたときは
色々なことを日本と比べて懐かしんで
いたことを思い出すと矛盾しているな
とは思いますが。
　この留学では新しい体験の連続でし
た。学業面では、分子生物学や生化学に
関連した授業を主に取っていたのです
が、どの授業も内容が濃くまた日本よ
りも出される課題が多くて、こなすの
は大変でしたが結果として理解が深ま
りました。よくアメリカの大学生のほ
うがよく勉強するといわれますが、ア
メリカの大学では勉強しないと単位が
とれないからというのもその理由の一
つなのでしょう。また、イリノイ大で出
会った人のなかには一度働いてから
（軍隊にいた人が多かったです）大学に
入った人もいたので、そういう意味で
は勉強に対する意欲が高校から入った
人よりも強い人が多いと感じました。
　また、はじめて寮生活を経験したこ
とも私にとっては非常にプラスになり
ました。特に私のいた寮は Global　
Crossroadsといって、留学生とアメリカ
人の学生が半々ずつ住んでいるところ
だったので様々なバックグラウンドを
持つ人と友達になることができました。
その中でも印象深いのは寮で開かれた
ミーティングでのある会話です。みん
な自己紹介をすることになって出身地
をいったのですが、その時に「私は～出
身です」という代わりに「私はインド系

で、イギリス生ま
れ、育ったのはオ
マーンです」という
ふうに話す人が何人
かいました。彼女は
自分はイギリスにも
オマーンにも同じく
らいの期間住んでい
たし、両親がインド
人なのでインドに親
戚に会いにいく機会
も多かったので、ど
れかひとつの国だけを「ふるさと」
と呼ぶことはできないとも言いまし
た。「国際化」という言葉を活字で眼に
することは今では日常茶飯事ですが、
このように色々な国で生活をしたこと
のある人が増えていくうちに「あなた
の出身国はどこですか？」という質問
は死語になるのかなと思いました。
　この寮では半年や一年間イリノイに
滞在する留学生が多かったのでお互い
仲良くなり、いっしょによく遊びに出
かけました。アメリカならではのバー
ベキューやFraternity 主催のパーティ、
休日を利用してシカゴのSix　Flagsと
いう遊園地にも行きました。また週末
には誰かの部屋に集まって夜中まで映
画をみたりおしゃべりしたりして夜更
かししたことも楽しい思い出です。
 　また長期休暇にはアメリカ各地を旅
行し、一口にアメリカといっても地域
によって様々な表情があることを実感
しました。冬休みに西海岸へ行ったと
きと夏休みに中米を旅行したときには
アリゾナ州にある寮の友達の実家に泊

めてもらったのですが、ふらっと旅行の
途中に、しかも大人数で来たのにもかか
わらず、とても暖かく迎えてもらえたの
に感激しました。平坦で見渡す限りのト
ウモロコシ畑の景色に食傷気味だった私
にとって、ニューヨークやボストンの繁
華街、西海岸のきれいな海、アリゾナの
砂嵐などアメリカの違った「顔」を見る
ことができ、どの旅行も楽しく有意義な
ものでした。特に初夏の暑い日に登った
（下った、という方が正しいかもしれませ
ん。コロラド川の流れる峡谷を上から下
りてまた引き返してくるのですから）グ
ランドキャニオンは圧巻の景色でした。
　イリノイ大学に留学して学業面でも大
きくプラスになりましたが、私にとって
この留学で得たかけがえのないものは
色々なバックグラウンドを持つ人と知り
合えたこと、また実際に一年間滞在する
ことでアメリカの文化に触れることがで
きたことだと思います。最後になりまし
たが、このような素晴らしい機会を与え
てくださったＪＩＣの皆様にはとても感
謝しています。

Global　Crossroadsの住人
寮の一室。二人部屋の割には狭いのですがみんな家具の配置を工夫したり、雑誌
の切り抜きを貼ってもともとは無機質な感じの部屋を上手く変えていました。

LAS, focus on Biochemistry and Molecular Biology
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国際人・新渡戸稲造
　　　松下菊人（職業能力開発総合大学校　名誉教授）

新渡戸稲造との出会いと
研究上の経緯

　私は、1964（昭和39）年に、The Life
of Dr. Nitobe（新渡戸博士伝）という英
文伝記に出会い、それが新渡戸のこと
をより深く学びたいと思うきっかけと
なった。この本は、北沢佐雄（すけお）
氏の著作で1953年に北星堂から刊行さ
れたものだが、90 頁足らずの小冊なが
ら、教育者および国際人としての新渡
戸の活躍と業績に重点を置いた優れて
啓蒙的な評伝であった。
　当時、私は労働省所管の大学校の国
際協力部で海外研修生の授業やセミ
ナーの通訳担当者つまりトレーニング・
コーディネーターであった。そして私
は、将来、大学レベルでの米国史や英語
の授業を担当したり、米国史の研究を
進める目標のため、アメリカ留学を目
指し、公費留学制度と唯一のフルブラ
イト留学試験に毎年チャレンジしてい
た。
　私は、1967年、4度目の挑戦で同試験
に合格し、翌’68年9月から一ヵ年間、
米国中西部のイリノイ大学歴史学部大
学院に学ぶことが出来、翌年8月アメリ
カ史専攻でM.A. を取得して帰国した
が、留学中に作成したタームペーパー
の中には、国際連盟事務局次長の要職
を務めた新渡戸と、「連盟」の創設者で
彼と同時代人の第28代大統領ウイルソ
ンとの人物比較論も入っていた。
　1969 年夏に帰国後の私は、従来のア
メリカ現代史の研究から転じて、ひと
りのスケールの大きな国際人（英学者）
および優れた教育者としての新渡戸の
生涯と業績を日米関係史のコンテキス
ト（文脈）の中で研究する方向に進んで
行った。そして、当時刊行中の『新渡戸
稲造全集』（旧版・教文館版・全16巻、
1969-70）の後半3分の1を占める第12
巻から第16巻に収められた研究上は未
開拓の英文著作群（主要なものだけで
も12編）を味読し、それらを素材とし
て、国際人（英学者）としての新渡戸を

再評価し、現代に復活させ、出来うれ
ば国際化時代の日本と日本人にとっ
て何がしかの指針を、そこから得た
いという願望があった。私は、1973年
に日本英学史学会に入会し、人物評
価を通して、新渡戸とその時代を考
察して行くことにした。幸い本務校
（職業訓練大学校、のちの職業能力開
発大学校）では、‘74年から『紀要』
に断続的に論考の発表ができたし、
所属学会の機関誌にも数回に亘って
寄稿の機会を得たので、1987 年（昭
和62）年6月、これらの論考10編を
まとめて『国際人・新渡戸稲造』
（ニューカレント・インターナショナ
ル）と題して出版した。そして、その
後の7年間に公刊した5編の論文に手
を加えて、私の定年退職記念私家版
として一書にまとめたのが、2冊目の
新著（2000年7月刊）の『英学者・新
渡戸稲造－21 世紀国際人への指標』
（辞游社）である。

「平和」と「共生」の21
世紀に新渡戸稲造を生
かす道

　昨年、我々は西暦2000年（新ミレ
ニアム紀）を迎え、ことしは、いよい
よ新世紀を迎えた。新渡戸は、1862
（文久 2）年に生まれた。1933（昭和
8）年に没したから、いわば19世紀後
半から20世紀前半にかけて活躍した
人である。彼は、言葉の真の意味で優
れた「国際人」であり、「教育者」で
あった。そして多大な影響力を後進
の世代に与えたが、その72年の多彩
な生涯を一貫した彼の信条は、ク
エーカー教徒の平和主義と実践主義
を基盤とした「人格主義」と「国際主
義」の唱道・実践であったといえよ
う。
　そして、彼の教育者（例えば、第一
高等学校長、東大教授、東京女子大学
長等）としての理念は、多方面に輩出
したエリート層の教え子たちによっ

て継承され、彼没後の時代の「日米破局」
（1941年の日米開戦）と太平洋戦争を経て、
その終結後の混乱と新生日本発足の時期に
生まれた「平和憲法」と「教育基本法」の
根本理念の中に結実したと言ってよい。（こ
のテーマに関しては、拙前著『国際人・新
渡戸稲造』中の第３章「未来の教育者」新
渡戸稲造を参照されたい。）
　これから、「太平洋の世紀」とも言われる
21世紀に生きる我々は、この「平和の海」に
面した米国、ロシア、中国、朝鮮半島そし
て広くアジア地域の諸国民との間に、真の
友好と共生の絆となる堅固な橋を架けなけ
ればならないのである。そして、この新世
紀の初頭にあたり、日本がその国是として
の「平和立国」を一層推進するとすれば、そ
れは例えば積極的な国際技術・人材育成協
力を中心とした「南」の地域つまりアジア、
アフリカ、中南米等の開発途上国へ向けて
の民間団体（NGOやNPO）等も広く活用し
た更なる平和共存・共生政策でなければな
るまい。
　この点において、すでに我々は、「国際社
会において名誉ある地位を占める」先達の
一人を新渡戸稲造その人に見出すのである。
新渡戸は、ほぼ120 年前に明治の青年とし
て、「太平洋の橋」（東西思想文化の橋渡し
役になること）を立志として、その生涯を
かけて、これを多方面に実践してみせた。
それらは例えば、教育面を別とすれば、約
百年前、20世紀の初頭に世界的なベストセ
ラーとなった東西比較文化論の大作でもあ
る英文『武士道』の米国での出版にはじま
り、内外の知的な読者層への十数編の英文
著作の発表や、「連盟」時代の欧州各地への
講演旅行そして最晩年期、反日気分の強
かった米国へのナショナル・リベラルとし
ての講演旅行や太平洋会議への日本代表と
しての出席、さらには『英文毎日』顧問と
して英文による論説やコラムのエッセイシ
リーズに死の直前まで 3 年余り健筆をふ
るった事などが挙げられる。
　21世紀において、我々日本人が国際社会
で何を貢献できるのかを考える時、この国
際人のパイオニア・新渡戸稲造72年の生涯
から学ぶことは、まだ豊かに残されている
のである。

　五千円札の顔、そして最近話題になった「武士道」の著者として有名な新渡戸稲造の研究の第一人者である

松下菊人氏もイリノイ大学の留学生の一人です('68-'69 HISTORY)。松下氏の執筆された記事をご紹介致します。

『21 世紀とトインビー』第５号（2001 年 5月 12 日）
　＜トインビー地球市民の会＞より転載
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1ページから続く(JIC会員の皆様へ)

「日本館はイリノイ大学の宝物」

　　　　　　　イリノイ大学学長が日本館を訪問
　先日、秋に出来上がったばかりの

枯山水のお庭のそばにある待合いの

腰掛けから、早朝の太陽の光が雲の

合間から池に反映している光景を眺

め、静寂の中に佇む日本館の美しさ

に感きわまる思いが致しました。日

本館も創立五年目を迎え、多くの皆

様方のご支援によって、益々多くの

方々に親しまれるようになって参り

ました。

　昨年の秋、日本館を訪問されまし

た、イリノイ大学カンター学長から

「日本館は本学の宝物であり、スタッ

フ並びにこれを支える多くの方々の

努力によって、日本館が大学並びに

地域に果たす文化施設として重要な

役割を担っていることを、大変うれ

しく思います。」 というお言葉を頂き
ました。私どもは、この学長の言葉を

誇りに思うと同時に、今後もこのよ

うな学長の期待に答えられるような

プログラムを計画して行きたいと思って

おります。

　高度なテクノロジー発展により、私ど

もの生活が便利になってきましたと同時

に多くの人が人間性を失い、ロボットの

ようになってきているように感じられま

す。このような時にこそ、私たちは静か

な環境の中で、何が一番重要かを考える

ことが大切ではないでしょうか。四百五

十年前に茶道の精神として千利休により

を通じて、JICのコアとなる活動を積極的に行っ
ていこうと考えています。第１回目の理事会を
11月22日に開催しました。出席した理事は、一
川さん、白旗さん、谷口さん、堂山さん、野澤さ
ん、古市さん、矢部さん、私の8名でした。この
主旨にご賛同頂ける方は、どなたでも理事会に
参加頂きたいと思います。JICのコア活動につい
ての基本方針は次のように考えています。
　第1に重要なことは、同窓会が卒業生に関する
情報インフラ提供することだと思います。いま
までにイリノイ大学を卒業された方は、8年程前
に1200名と言われていました。現在では恐らく
2000名を超えていると思います。日本における
米国大学の同窓会としては、最も大きい同窓会
の１つであることは間違いありません。
その卒業生は各分野で多くの方がご活躍されて
います。これらの方々がお互いに会ったり、情報
を交換したり、また親交を深めたりできる場を
提供することは重要なことだと思います。年次
総会はその具体的な形の１つです。より多くの
卒業生にJICの存在を知ってもらい総会に参加し
てもらおうと思います。同窓会名簿の更新は
1993年以来行われていません。ITを活用して効
率的な方法で、新しい名簿の編纂を是非行いた
いと考えています。
　三菱電機の古市さん、ガートナー・グループの
永綱さんが中心になってJICのHome Pageおよび

Newsletterページを運営して頂いています。
また250名以上の方が参加しているMailing
Listも運営してもらっています。JICの重要
な財産の１つであると考えています。これ
をJICのメンバーが情報交換のツールとし
て、もっと多くの方にとって活用できるよ
うにしたいと思います。同窓会からの各種
通知等もこれを用いることができれば、運
営上も大いに助かることになるはずです。
　次に同窓会が情報を提供する場面が考え
られます。ニューズレターがその一例です。
イリノイ大学でのトピックス、日本館での
活動、日本同窓会の活動、送り出している留
学生の様子、同窓生の活躍の様子等に触れ
ることができます。生井沢さんが編集長で、
古市さん、小瀬垣さん、清水さん、武田さん、
大田さんらに行って頂いています。また、各
種分野で活躍されている方をお呼びして勉
強会も開催されました。野澤さんが中心と
なって、昨年4月に東京大学教授のトビー先
生に「富士山が及ぼした文化的影響」につい
てお話頂きました。会の親睦と情報交換を
兼ねて継続して行っていく予定です。これ
らを実際に行っていくためにはエネルギー
を必要とします。ニューズレターの作成を
行ってみたいと思われる方、勉強会の開催
を手伝ってみたいと考える方、JICは皆さん

の力を必要としています。
　最後にこの同窓会が社会に対してどのよう
なアピールができるかです。その１つは20年
以上継続して行われている留学生派遣です。
谷口さんが事務局長として中心的に行ってい
ます。毎年4名の学部生を送りつづけていま
す。今年は12名の応募がありました。現在の
派遣の仕組みは学部生のみに授業の免除がな
されています。これはイリノイ大学がこの同
窓会に与えていただいた恩典になっています。
最近はもっと魅力的な奨学生制度がいろいろ
できてきています。JICの奨学制度が見劣りし
始めています。我々の奨学生制度をこのまま
にしていてはいけません。他の奨学制度を調
査して改善する必要があると考えています。
具体的な改善の内容はこれからです。
　この同窓会の運営はボタンティアで成立し
ています。今回は、同窓会として、今後行って
いきたいコアについてお話しました。私一人
の力では何もできません。理事会でアクティ
ブに活躍したいと思われる方、同窓会活動に
参加してみたいと思われる方は、是非声をか
けてください。今後JIC会員の皆様と一緒にい
ろいろなことを実現していきたいと思います。
私の連絡先はshara@cbreinvestors.com  です。

提唱されました「和敬清寂」

の理念は今日尚大切なお茶

の精神として崇められてい

ます。そして更にこの精神

は今も変わらず人類平和の

基礎であり続けていると言

えましょう。この精神に基

づき日本館が世界人類共通

の願い である平和と幸を培
う場所となるような環境を

作り、更に多くの有意義な

プログラムを提供していくよう努力し

ていく所存でございますので今後共

益々のご協力、ご指導をお願い申し上

げます。皆様方のご健勝とご多幸をお

祈り申しあげます。そして本年が平和

の年になりますことを心からお祈り申

し上げます。

                   イリノイ大学 日本館　館長
        　　　　　　　　　郡司　紀美子
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編集後記
TBD

JIC Newsletter 編集部スタッフ
生井沢晴夫  (MBA ’96)

原　史郎      (Engineering ’82)

古市昌一        (Computer Sci. ’94)

清水麻緒   　(JIC奨学生 ’96-97）
武田麻美          (JIC奨学生 ’00-01)

小瀬垣彩子    (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～)。

砂子知香さん（一橋大）
Speech Communicationを学びたいです。生活面では、スポーツ観戦を

いっぱいし、イリノイ大学のクラブチームの応援に熱くなりたいです。

中村寿美子さん（大阪大）
その１）ジャーナリズム、その２）アメリカ人のボランティア意識、
その３）大学生活の醍醐味！！！

江崎歩さん（筑波大）
一番身につけたいのは、自分と異なる文化的、社会的、宗教的背景
を持つ人たちを受け入れ、またその人たちに自分を受け入れてもら
うための力です。

貞弘崇行さん（東外大）
SLA(Second Language Acquisition:人間がどのように言語を習得するか
に関する研究）を利用したTESL(Teaching English as Second Language)
に興味があります。実践的な部分と理論的な部分に関しての研究にふ
れてみたいと考えています。

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

2003年度JIC奨学候補生の自己紹介
7名の候補の方に、イリノイ大学で学びたいこと（学問
に限らず）を語っていただきました（50音順）。

清水美貴さん（関西学院大）
私はdepartment of political scienceでinternational relations、またdepart-
ment of speech communicationでintercultural communicationについて学
びたいと思っています。将来は特に日本企業における外国人の労働環
境作りに貢献したいと思っています。

堀池雅之さん（東大）
国際政治の勉強をしたいと思います。机の上での勉強はもちろん、い
ろんな地域から集まり多様な考えを持っている学生あるいは教授との
議論を通して、様々な視点からの考えを学び、その中で自分なりの考
えを確立していきたいです。

篠原史温さん（東大）
一言で言えばコミュニケーション能力。様々なバックグラウンドを持
つ人々とふれあう中でお互いを認め合う、そんなことができる様にな
れればなあと思います。

連絡先・問い合わせ方法
下記の奨学金係へ手紙、FAXまたはe-mail で問い合わせのこと。要項取り寄せは

4月以降．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．

　　〒113-8549 東京都文京区湯島1-5-45

　　東京医科歯科大学大学院　顎顔面補綴学分野内

　　イリノイ大学小山八郎記念奨学金係

　　FAX: 03-5803-0207, E-mail: h.taniguchi.mfp@tmd.ac.jp


