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イリノイ大学アップデート 

              副会長  矢 部 耕 三 

JIC 年次総会のお知らせ   

副会長・JIC 総会代表幹事 田島洋一 

  
 イリノイ大学卒業生の皆様に

は変わらずご健勝のこととお喜

び申し上げます。この一年間に

おける母校全般に関するトピッ

クをいくつかご紹介いたしま

す。 
 
 
 

１．Strategic Plan ＆ Leadership の進展 
 Joe White総長（元ミシガン大学アン・アーバー校
ビジネススクール校長、専門はビジネス戦略論）が中心

となって策定したイリノイ大学 Strategic Plan がい
よいよ2006年末に完成しました。このStrategic Plan
の推進により、イリノイ大学の米国内外での知名度を更

に高め、より優秀な教員や学生の確保、財政的資源の拡

大などが期待されています。 
２．Global Campus Partnership 事業 
 イリノイ大学では、大学全体としてインターネット環

境を通じての学位授与システムを開始することとしま

した。これは Global Campus Partnership と呼ば
れ、2008 年から開始されます。イリノイ大学の３キャ
ンパス全てを巻き込んでの一大プロジェクトです。イン

ターネットでの講義の問題点である教育内容の質の維

持、教授と学生間の意思疎通や民主的な運営の確保、学

位インフレの防止などについては、十分な対処をした上

での事業推進が行われる予定です。 
３．Alice Campbell Alumni Center と 

Chicago Illini Center 
 卒業生 Alice Campbell 女史による多額寄付を元手
として、長年その完成が待ち望まれていた Alice
Campbell Alumni Center（地上４階、地下２階） 

 
ＪＩＣ最大のイベント、年次総会

の季節となりました。 本年は 6
月 30日、国際文化会館にて、12
時半スタートです。 
 
日本館館長、郡司紀美子教授の記

念講演、また、特別ゲストとして

ＰｒｏｖｏｓｔのＫａｔｈｉ博

士をお招きしております。 原会

長のもとますます充実がすすむ、スキー・ツアー、

ゴルフ・コンペ、ウーマンズ・ネットワークとい

った各種アクテイビテイーの御案内。そして、恒

例のイリノイ・グッズが当たるビンゴ・ゲーム、

皆さん年に一回参加記念となります集合写真も準

備しております。 
 
卒業生のお仲間、そしてパートナー誘い合わせの

上、お一人でも多くの皆さんのご参加をお待ちし

ております。 

の竣工式が昨年５月にアーバナ・シャンペーン校にお

いて行われました。なお、シカゴ市内ダウンタウンの

200 South Wacker Drive にも Chicago Illini
Centerがあります。ここでは、アーバナ・シャンペー
ン校の各学部ごとにきめ細かい同窓会活動支援や卒

業生の就職支援が行われています。ビジネススクール

による Executive MBAコースもここで行われ、イリ
ノイ大学シカゴ校による起業家 MBAプログラムなど
とともに、シカゴのビジネス・エグゼクティヴに好評

を博しています。 
４．シカゴ校創立 60 周年 
イリノイ大学シカゴ校は、1946 年にアーバナ・シ
ャンペーン校のシカゴ・Navy Pier Divisionとして
（→6ページへ） 
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日本館基金に関する最新活動状況 
日本館基金「財団チーム」担当理事  田島洋一 

（83-85 MBA）

2004 年から開始されたイリノイ大学日本館基金活動は、総額 200 万ドルの募金を目指して 2010 年 1 月 1 日まで

展開されています．2006 年 12 月現在日米両国の実績合計は約 150 万ドルであり、着々と目標達成に向けて活動が行

われております。JIC における日本館基金活動は、公的機関への働きかけを行う、「財団チーム」，広くＪＩＣの皆さ

まに寄付を募るための「ラッフル・チーム」、そして、企業・個人からの寄付を募る「企業・個人チーム」の 3つの グ

ループで活動を行っています。 

「財団チーム」では、Morton Weir 前学長と郡司教授に大

野松茂総務副大臣に御面会賜り、活動へのご支援を賜るこ

とができました。また，これまでに 3 企業と 1 個人から合

計$64,000 の募金を集め、着実に実績をあげております。今

後は「ラッフル・チーム」による活動が本格化することが

予定されており、ラッフルの商品提供等で御協力いただけ

る企業・団体のご紹介等、ＪＩＣの皆さまからの情報をい

ただけたらと存じます。ＪＩＣの皆様には、日本館の活動

がイリノイ大学の誇りとなるよう、また、日本人卒業生と

して活動が誇りとなるよう、ひき続き御支援をお願いいた

します。また、個人からの寄付を募る活動も継続して実施

致します。 

   なお、活動の詳細等は JIC Newsletter ホームページ

（http://www.illini-club.jp/jicnews/） 上で公開してお

ります。 

 
 
 

第３２期（２００７年度）小山八郎記念奨学金奨学生の紹介 

２００７年８月からイリノイ大学に留学する奨学生は、難関を勝ち抜いて選ばれた４名の方々です。 

それぞれ自己紹介をしていただきました。 

【八尾泰洋さん】  JIC の皆様、始めまして。

2007 年度小山八郎記念奨学生の八尾泰洋で

す。私は現在、東京大学工学系研究科システ

ム量子工学専攻の修士課程 1 年に在籍してい

ます。研究室ではコンピューターシミュレー

ションによって計算物理学の研究を行ってい

るのですが、私はこの春に工学系研究科に入学するまでは東京大学

薬学部に所属しており、卒業研究ではアミノ酸に関する研究を行っ

ていました。そのため、私は学部時代に自分の専門分野に関する教

育をほぼ受けていません。イリノイ大学への留学を希望した理由の

一つはここにあり、私は留学先では大学院での研究に関わるコンピ

ューターサイエンスを専攻し、これからの研究生活に役立てたいと

考えています。幸運なことに、イリノイ大学はコンピューターサイ

エンスのレベルは世界的に非常に高いものです。この恵まれた環境

を生かして、多くのことを吸収して帰ってきたいと考えています。 

留学に対して期待することは専門分野の勉強だけではありません。

今までとは違う環境での生活、様々なバックグラウンドを持つ人々

とのコミュニケーションは、語学力を含めたコミュニケーション能

力の向上や自分の考え方の転換などの形で、私を成長させてくれる

ことと思います。せっかく留学したのに毎日部屋にこもってパソコ

ンばかりをいじくっていたのでは面白くありません。しっかり勉強

をすることは言うまでも無いのですが、開けた心を持って様々なこ

とを経験し、興味あることには積極的に挑戦し、そして何よりも楽

しんで留学生活を送りたいと考えています。 

最後になりましたがイリノイ大学への留学というすばらしいチャン

スを頂けたことを大変うれしく思っています。これからも色々と助

けて頂くことがあるでしょうが、どうぞよろしくお願い致します。 

イリノイ大学芸術学部の郡司紀美子教授・日本館館長から、日本館の桜が満開であるとの連絡が入り、写真を送っていただきました。 
この桜は１９７６年に JICが UIUCへ寄付したもので、その後日本館に植え替えられたものです。今年も見事に咲いてます。 
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【湊麻理子さん】  JIC のみなさまはじめ

まして!今年度奨学生として留学させてい

ただけることとなりました、湊麻理子です。

私は幼い頃(89 年～91 年)にイリノイ州シ

カゴに住んでいたことがあり、今度は留学

生としてイリノイに行かせていただけるこ

とに大きな喜びを感じています。 

  現在私は一橋大学法学部に在籍しており、国際政治を専攻して

おります。大学では理論や国際機構の面から国際政治を学んでいる

のですが、実際の紛争がどのような経緯を経て起こっているのか、

紛争について現地の人々はどのようにとらえているのかに興味をも

ち、イリノイ大学では社会学やジャーナリズムの面から国際関係に

ついて学びたいと思っています。アメリカの大学で学ぶことは、今

の私にとって大変高いハードルであると覚悟していますが、日本の

大学と違う環境で学ぶチャンスをポジティブに捉え、ついていきた

いと思っています。 

  また、学問とは別に、アメリカで大きな刺激を受け、視野を広

げることも留学中の目標の一つです。昨年 15 年ぶりにアメリカを訪

れた際に、私は何かとても心が揺さぶれるのを感じました。それが

何か言葉で表すのが難しいのですが、自分の知らない世界を発見し

たことの喜びかと思います。勉強以外にも、イリノイでたくさんの

人に出会って、さまざまな経験をして、その発見を自分の成長につ

なげたいです。また、刺激を受けるだけでなく、日本人である自分

が、イリノイで会う人々に刺激を与える存在になれればと思います。

  先日の激励会で、JIC のみなさまにいただいたことの中でで、「留

学をとおして一番大事なことは自分というものをしっかりもつこと

だ」という言葉がとても印象的でした。この言葉を胸にとめ、人と

して成長できるように、そして JIC のみなさまにいただいたチャン

スを貢献にして返せるようにがんばりたいと思っています。よろし

くお願いします。 

【長谷川貴也さん】   慶應義塾大学経済学部

4 年の長谷川貴也と申します。現在大学ではゼ

ミで多国籍企業のアウトソーシング、イノベー

ションといったことをテーマに学習していま

す。また、学外では、社会人サッカーチームで

プレーしたり、トライアスロンに挑戦したりといろいろなことに挑

戦しています。今回留学をしようと思ったのも、大学 1 年時にたま

たま発見し挑戦した 1 ヶ月間の派遣プログラムがきっかけでした。

そこで初めてアメリカの大学生の生活を目の当たりにし、当時 

まったく英語もわからなかったのですが、彼らと同じ環境で切磋琢

磨してみたいと強く感じました。応募の動機は単純でしたが、全て

の面で成長できるチャンスだと考えています。学習面では、ゼミで

のテーマを掘り下げて学ぶこと以外に、アメリカで特に盛んなソー

シャルビジネスあるいはベンチャービジネスなどについて見聞を広

げたいと思います。 

他にもアメリカでは丁度大統領選挙の時期でもあるので、選挙の

情勢等についても肌で感じることができる良いチャンスだと考えて

います。イリノイでは文化、授業、気候の面で多くの壁に直面する

かもしれませんが、先日、原会長がおっしゃったように「エンジョ

イすること」をそれらの局面においても忘れないようにしたいと思

います。出発前から多くの同窓生の方が相談に乗ってくださり頼も

しく感じております。これからいよいよ出発ですが今後も、どうぞ

宜しくお願いいたします。 

【田辺夕佳さん】   東京大学文学部４年に在

籍している田辺夕佳です。現在、英語学と英米

文学を学んでいます。 

私が留学を決意したのには、小さい頃のカナダ

での生活が大きく関わっていると思います。短

期間でしたが、そこで英語に自然な形で触れられたこと、そして今

でもつながっている大切な友達に出会えたことが、様々なことに対

する自分のモチベーションにつながっています。ですから、今回イ

リノイ大学で学べるチャンスをいただけたことを非常に幸せだと感

じています。 

この留学での最大の目標は、今までとは違う環境の中で積極的に

新しいことにチャレンジする、ということです。勉強面では、文学

とは離れて経済的な学問に挑戦してみたいと思っています。世の中

がどのようなシステムで動いているのか、自分にはまだぼんやりと

したイメージしかありませんが、少しでも掴めたらと思います。ま

た、アメリカでは自分の主張を明確にすることが必要です。大勢の

人の前で話すにしても、友達と一対一で話すにしても、英語という

言語を越えたコミュニケーション能力が重要だと思います。その訓

練を行うとともに、本当に理解しあえる友達ができたらいいと思い

ます。多様なバックグラウンドを持つ人と意見を交わし、分かり合

うことは容易ではないと思いますが、その経験で自分を大きく成長

させられるのではないかと考えています。多くのことを吸収できる

ような柔軟な姿勢と自分らしさを忘れない強さを持ち、これからの

一年間が密度の濃いものになるよう、頑張っていきたいと思います。

どうぞ宜しくお願いします。 
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第３１期（２００６年度）小山八郎記念奨学金奨学生レポートの紹介 
奨学金運営担当理事 古市 昌一 

（92-94 MS in Computer Science）

2006年 8月から約１年間の留学生活も残すところあとわずか。このニューズレターが皆様に届く頃、４名の奨学生はフ

ァイナルの真最中でしょう。奨学生からはＪＩＣへ定期的にレポートが送られてきますが、レポート担当理事の中山明子さ

ん（2004年度奨学生）がコメントを添えてメーリングリス

ト JICMLへ配信するとともに、JIC Newsletterのホーム

ページ（http://www.illini-club.jp/jicnews/）に掲載してお

ります。ここでは、これまでのレポートの中からそれぞれ

代表的な写真を一枚づつ紹介します。なお、メーリングリ

スト JICMLにまだ登録されてない方は、是非ともこの機会

に担当（古市：masa@furuichi.com） までメールでご連絡

ください。 

 

【西村崇さん】サンクスギビング休暇には友人と

ボストンへ旅行（左）、そして冬休みには UIUC の短

期留学プログラムでドミニカ共和国へ行きました。

【佐藤真莉子さん】冬休みには UIUC の短期留

学プログラムでイスタンブールへ行き、トルコの

歴史やＥＵ加盟問題等を勉強してきました。 

【河手賢太郎さん】法学に関する 400 番代の授業を次々と

取った後、冬休みにはシャンペンで購入した自転車でモロッ

コ自転車旅行を果たしました。 

【川島今日子さん】冬休みには UIUC の短期留学プログラム

でオーストリア・ウィーンへ行き、ウィーンの文化的多様性・

同一性とグローバリゼーションについて勉強してきました。
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【ＣＳ会】

 

その他行事等紹介 

 
2007 年 2 月 19 日（月）、1989－2000 年頃にコンピュータサイ

エンス学科に在籍していた方々を中心とした会（ＣＳイリノイ会）を東京・巣鴨で

開催いたしました。遠くは中国・大連にお住まいの方から、近くは巣鴨にお勤めの

方まで、総勢１３名が集まりました。UIUC の CS と言えば、古くは Eudora、Fetch

そして MOSAIC。そして最近は PayPal に YouTube と、インターネットの歴史に残る

数々のソフトウェアやシステムを産み出してきました。CS 会には、次世代のキラ

ーアプリは私が！と自負する男女が沢山集まってます。加入ご希望の方は、

http://groups.yahoo.co.jp/group/jic-cs/ をご覧下さい。 

皆さんこんにちは！ 2003 年度奨学

生の篠原史温です。2007 年 3月 9 日（金）から 11 日（日）、「JIC 春のスキーツア

ー」と題して、新潟県妙高高原へスキー旅行を開催しました。宿泊先は慶應義塾

大学医学部の赤倉山荘で、温泉付きです。8日（金）の夜から現地に入った組と 9

日（土）の夕方から入った組とに分かれましたが、9日夜には皆さん合流して一緒

に夜ご飯をいただき、その後お部屋にて宴会をしました。10 日（日）は近くの赤

倉観光リゾートスキー場にてお昼までじっくり 3 時間滑り、ゲレンデに隣接する

赤倉観光ホテルでランチをとり、東京に戻りました。 

今年は暖冬であったので雪が残っているのか心配でしたが、山の上のほうはま

だまだきれいな雪が沢山降り積もっており全く問題ありませんでした。本企画を

始めて今回で 3回目になりますが、JIC の皆さんと親睦を深めるまたとない機会で

あると思います。スキー/スノーボードが得意な方もそうでない方も、是非来年は

積極的に御参加ください。 

2005 年度奨学

生の皆さんの主催で、2007 年 4月 8 日（日）の

昼下がり、銀座のカフェ ラ・ボエムでＪＩＣ

春の宴会が開催されました。2007 年度奨学生 4

名（写真前列向かって左から長谷川君、湊さん、

田辺さん、八尾君）を囲んでＪＩＣの 12 名の

方々が集い、イリノイ談義に花を咲かせました。

 【JIC 春の宴会】 

【JIC 春のスキーツアー】

 【JIC-Women’s Network】 

【JIC ゴルフコンペ】

2006年 11月 19日（日）、第 4回 Women's Network

を開催いたしました。当日は東京都美術館で「大

エルミタージュ美術館展」を鑑賞し、その後上野

精養軒で歓談をしました。外は冷たい雨が降って

おりましたが，お一人づつが経験談を熱く語って

くださいました。また、今後の活動についても話

し合い，小人数ではありましたが有意義な時間を

過ごすことができました。次回第５回 Women's

Network は 2007 年 5 月 27 日（日）13 時半から、

「着物を楽しむ会」を開催致します。詳細は

http://www.illini-club.jp/をご覧いただき、幹

事の阿部一穂(ichiho9084@jcom.home.ne.jp)まで

メールでお申し込み下さい。 

2006 年 10 月 15 日（日）、2006 年度第 2 回 JIC

ゴルフコンペを甘楽カントリークラブ（群馬県）

で開催いたしました。2007 年度のご案内は

http://www.illini-club.jp に掲載予定です。皆

様のご参加をお待ちしております。次回は 2007 年

5 月 19 日（土）に甘楽ゴルフ CC で開催します。
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第３３期（２００８年度）小山八郎記念奨学金奨学生募集要項の紹介 

  

２００７年１０月１日から３１日まで、第３３期（２００８年度）奨学生を募集します。2008年８月から 2009年 5月ま

での２セメスターをＬＡＳで学び、年間授業料約 2万 4,000ドルが免除となります。ご親族やお知り合いの方等へご紹介

されてはいかがでしょうか？ 募集要項は http://www.illini-club.jp/scholar.html をご覧下さい。 

 

 

イリノイ大学アップデート（1 ページから続く） 

創設されて以来 60周年を迎えました。この Division
は、1965 年には２年制の Chicago Circle キャンパ
スとなり、1982年、既に 19世紀から存在していた米
国でもトップクラスのメディカルスクールを中心と

した Medical Center キャンパスと統合され、現在
のようなシカゴ校となりました。今では 15学部、１
万 2000 名の教員、2 万 5000 名の学生を擁するシカ
ゴ地域最大の高等教育機関です。 
５．Chief Illiniwek「退任」 
 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校スポーツチ

ームの象徴である Chief Illiniwek のパフォーマン
スについて、NCAA（全米大学体育協会）決定が確定
し、イリノイ大学理事会としてもそれを受け入れまし

た。この結果、80 年間続いたアメリカ原住民の衣装
をまとった Chief Illiniwek のパフォーマンスは、
今年 2月 21日の男子バスケットボールの試合をもっ
て終了となりました。NCAAでは 2005年 8月に、イ
リノイ大学を始めとする 18校について、アメリカ原 

住民の尊厳を損なう形での活動を行う限り、NCAA 関
連でのいかなる post-season Championshipのホスト
校にもなれないとの禁止校リストを発表していました。

イリノイ大学側としては、この決定に対して不服申し立

てを続けていましたが、最終的に大学側が折れた形とな

りました。但し、NCAAとしても、「Illini」や「Fighting
Illini」という言葉の使用については、イリノイ大学に
おける伝統としてこれを容認しています。このような状

況を前提として、Chief Illiniwekの顔のデザインなど
を含む登録商標についての再検討が、大学において行わ

れています。  
なお、イリノイ大学関係の最新情報は、 

http://www.uillinois.edu/ のウェブサイトにおいて、
ご覧いただけます。アーバナ・シャンペーン校、シカゴ

校及びスプリングフィールド校それぞれのウェブサイ

トへもリンクが張られ、いろいろなニュースについて

日々更新されていますので、是非一度お訪ね下さい。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ JIC 年会費納入のお願い ＞ 

イリノイ大学日本同窓会（略称 JIC）、はイリノイ大学への学部留学生派遣、日本館運営基金の募集支援な
どの活動を軸に、イリノイ大学に留学された方たちの親睦を深めるための活動を活発に行っていくためのボ

ランティア団体です。 
 活動経費（ニューズレター作成，郵送代，通信, 総会開催補助等の費用）等をまかなうために会費を会員
各位にご負担いただいております．各年度の会計報告はＪＩＣホームページ（http://www.illini-club.jp/）で
行っております。 

本会の活動主旨にご賛同いただける方は，2007年 4月から 2008年 3月分の年会費 5,000 円を、郵便振
替（口座番号 00110-2-603861 イリノイ大学日本同窓会宛）にてお支払いいただきますようお願い申し上げ
ます。 


