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WA×ICU
特集 和とICU
来テ知リソ！ 湯浅八郎記念館
―ユアサ探訪！「外」から見れば、「内」が見えてくる！ ―

文・野仲 裕子（本誌）　写真・一之瀬ちひろ（本誌）

学生たちに「ユアサ」と呼ばれて親しまれている建物の正式名称は「国際基督教大

学博物館湯浅八郎記念館」といいます。「国際」と名のつく大学にどうして民芸品を

集めた博物館があるのでしょうか。そもそも湯浅八郎さんってどんな人？ハンガリー

人の大学院生・ソフィーさんが、学芸員の原さんと福野さんに話を伺いました。

　明治時代にアメリカに渡り、帰国後、民

芸に目覚めコレクションを始めた、ＵCU初

代総長（注１）の湯浅八郎博士。一方、ハ

ンガリーからやってきて、現在大学院で日

本文化の研究をしている２年生のソフィー

さん。国や立場は違えども、日本の外側か

ら「和」を再発見するというところでは同

じかもしれません。そんなソフィーさんと

巡る、ユアサ再発見ツアー。

湯浅先生のこと

ソフィー：現在の展示について教えてくだ

さいませんか。

福野：「描かれた器」という展覧会をやっ

ています。（取材時・こちらは７月４日に

終了）湯浅八郎記念館では年に３回、収蔵

品をもとに色々な切り口で特別展を行って

います。今回は陶磁器のコレクションの中

から、手描きで文様を施した作品を６８５点

ほど選び展示しています。この中でも特に

大きく取り上げたのは、湯浅先生の最初

のコレクションである「馬の目皿」（愛知

県・瀬戸）です。湯浅先生はあるときご自

身で７１５５５種類もの印判手の陶磁器を集め

ようと決められ、その詳細を「コレクショ

ン・ノート」に書き留めました。通し番号、

詳細な絵柄のスケッチ、柄、購入場所、価

格などが記されているのですが、今回は冒

頭のセクションでこのノートとともに、そ

こに掲載されている中から手描きのものを

選び一緒に展示しました。

原：湯浅先生のコレクションは、全てポケ

ットマネーからお出しになって収集された

ものと伺っています。お酒もタバコも嗜ま

れなかったので、講演や原稿などの謝礼は

民芸品を購入するためにお使いになられて

いたとのことです。

ソフィー：湯浅八郎さんとはどういうかた

で、どのような経緯でこちらに博物館がで

きたのでしょう。

原：湯浅先生は、６8歳で少年移民として

アメリカに渡り、カリフォルニアの果樹園

で働いた後、現地で大学、大学院と進み昆

虫学で博士号を取得されました。８９歳で

帰国後、京都帝国大学（現・京都大学）

教授として教鞭を執られていました。その

後同志社大学の総長を２度務められまし

た。６95８年にＵCUが献学されると初代総

長に就任、その後、名誉総長、理事長を

歴任され、６98６年に亡くなられる直前に、

Ｃ１５５５点ものご自身の民芸品のコレクショ

ンをＵCUにご寄贈くださいました。湯浅八

郎記念館は６98７年に献学７5周年記念事業

として、先生のコレクションおよび大学構

内出土の考古学資料を展示するための施設

として設立されたのです。建築は、その当

時博物館や美術館を多く手がけられていた

前川國男（注２）建築設計事務所にお願い

しました。

見テ知リソ　知リテナ見ソ

ソフィー：湯浅先生はアメリカに行ってい

たからこそ、日本の民芸に目を向けるよう

になったのではないでしょうか。

原：そうですね。湯浅先生は６５代という

早い時期に日本を離れたことで、自分には

日本人として何か足りないものがあるの

ではないかと常々考えられていたようで

す。日本に戻られてからは、なんとかして

ご自身の専門以外で日本人らしい教養や趣

味が欲しいと思われていたそうです。ある

日、京都で民芸運動の父といわれる柳宗悦

氏（注３）の「日本民藝品展」（６9７9年）

を見たときに、全身が燃え上がるほど興奮

して、「これだ！」とすぐに会場から飛び

出して、その足で作品を買いに行かれたそ

うです。それが今回展示してある先生のコ

レクション第一号の「馬の目皿」です。柳

宗悦氏の言葉で、「見テ知リソ、知リテナ

見ソ」というものがあるのですが、「まず

は自分の目で見て理解しなさい」「じかに

ものを見て、そこにある美を直感しなさ

い」という意味です。その作品がどの時代

に誰によって作られたのかといった知識の

類は後でいい。それを見て自分がどう思う

のか。その感性を磨きなさいということで

すね。湯浅先生はこの言葉を「民芸道の哲

学」とおっしゃっています。このことを伝

えるために、先生は一度だけＵCUで「民芸

の心」という授業をされたことがあります。

６9Ｃ8年のことです。７５人ほどの小規模な

授業で、全部で５回の講義でした。同時に

先生のコレクションを教育研究棟に展示し

て、みんなが鑑賞できるようにしたのです。

私はその授業の助手を務めていたのですが、

非常に貴重な経験でした。のちに講義録

（注４）も刊行されています。

ソフィー：湯浅先生のコレクションは全て

こちらにあるのですか？

原：ほとんどこちらの収蔵庫で保管してい

ます。ただし資料室にある蕎麦猪口のコ

レクションは全体の６４８（壁面のガラスケ

ース一面に何百も並んで展示されている）、

あとの６４８は京都民芸資料館に寄贈され、

残りの６４８は今でもご遺族が使われていま

す。

ソフィー：ご家族が実際に使っているので

すか？

原：そうだと思います。上に展示してある

ものもそうですが、湯浅先生のコレクショ

ンのほとんどは先生が実際に使われていた

ものです。作品を預かりに何度か先生のご

自宅に伺ったことがあるのですが、そのと

きは大きな染付の鉢にチャーハンが盛られ

て出てきました（笑）。普通は博物館の作

品は、なかなか触ることはできませんよね。

でも、私たちの館では手で触れてみること

のできる展示をする場合もあります。それ

が先生のご意思でしたから。作品の保護と

いう点で全てというわけにはなかなかいか

ないのですが、願わくば、ガラスケース越

しに見るだけではなく触っていただきたい

と思っています。Blぁnd Sがきdenがのかたが

いらした時には触っていただいたりもしま

す。あと学芸員課程の実習生には展示の設

営にも参加してもらい、作品に実際に触れ

ながら作業をしてもらっています。

悲願の学芸員課程

ソフィー：学芸員課程を私も取りたいと思

っています。

原：そう言っていただけてうれしいです。

ＵCUに学芸員課程ができたのは７５５９年の
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来テ知リソ！湯浅八郎記念館
―ユアサ探訪！「外」から見れば、「内」が見えてくる！―
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詳細につけられたコレクション・ノート 湯浅コレクション第一号の馬の目皿 何百もの蕎麦猪口が壁一面に並ぶ。これも湯浅氏のコレクション

ことです。これは本当に私たちの悲願でし

た。私も福野も別の大学で学芸員の資格を

取ったので、ＵCUに学芸員課程ができてほ

しいという思いはとても強く、大西直樹先

生（当時・人文科学科学科長）のご尽力も

ありやっと開設に漕ぎ着けることができま

した。現在は、授業は私たちのほかに外部

から専門家を招き、実習は私たちふたりが

受け持っています。

福野：年間の登録者数としては８５名程度

でしょうか。年に３回ある特別展のうち、

２回の展示替えに合わせて実習を行ってい

ます。実際に作品に触れて、展示すること

の意義を感じていただけるといいなと思っ

ています。博物館が学内にあるのは環境と

して素晴らしいことです。実習は８日間で

すが、展示の細かい仕上げは実習後に我々

学芸員が行い、展覧会が始まると来館者に

向けたギャラリーツアーを課題のひとつと

して実習生にやってもらいます。

原：今までに６9５名が学芸員課程を修了し

たのですが、そのうち７５名ほどが、現在、

各地の美術館や博物館に勤務していて、中

には学芸員として活躍している人もいます。
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よみがえる布

ソフィー：私は小袖を研究しているので、

次回の展示もすごく興味があります。

原：次回は「よみがえる布　寄裂・裂織」

という展示を予定しています。（開催中・

9月9日から６６月６９日まで）年に３回の展

示は我々学芸員の間で、１年を通してテー

マのバランスがよくなるように決めていま

す。今年度でいえば、今回は器（陶磁器）、

次回は染織（布）、その次は木工（漆）

です。次回の展示はいわゆる「おecけcled 

fabおぁcか」についてです。寄裂（よせぎれ）

というのは、欧米でいうところのパッチワ

ーク。裂織（さきおり）というのは、古布

を裂いて帯状にしたものを機織りで織りあ

げたものです。両方とも、いわゆる布の再

利用ですが、それ以外にも、例えば我が子

が健やかに育つようにと、元気な子供や長

生きのお年寄りの着物から布を譲り受け、

それを集めて着物を作るという特別な思い

が込められたものもあります。着物をはじ

めとして、襦袢やこたつ掛け、お坊さんの

袈裟なども展示されます。この袈裟も檀家

の方々が布を持ち寄って、裏にそれぞれの

名前を書いて縫い合わせたものです。「リ

サイクル」という言葉をあえて使いました

が、本来であれば最後まで使うのがあたり

前なのですよね。

ソフィー：ハンガリーから見ると日本はす

ごく消費社会に見えます。６989年に共産

主義が終わってからは、ハンガリーにもア

メリカの影響があって消費文化が入ってき

ましたが、日本人に比べて、ハンガリー人

はものをより大切にするのではないかと思

います。日本の人も、ものを大切にしてい

た昔の考えを見直すといいなと思います。

原：日本は良い意味でも悪い意味でもアメ

リカの影響を受けてきていますよね。ヨー

ロッパを旅すると、古い建物が大切に残さ

れているなと思います。その一方で、日本

に帰ってくると、日本はいつからこんな消

費社会になってしまったのだろうと、考え

てしまいますね。

ソフィー：私はお茶を習っているので、た

まに自分で着物を着ることもありますが、

注１：現在は初代学長とされているが、当

時の呼称に倣いここでは総長に統一する。

注２：前川國男（６9５5め６98Ｂ年）建築家。

ル・コルビジェやレーモンドの下で学び、

モダニズム建築を多く手がける。主な作品

に東京都美術館、東京文化会館、紀伊國屋

書店新宿本店などがある。

注３：柳宗悦（６889め６9Ｂ６年）思想家、

美学者。民芸運動の父として知られる。

６9８Ｂ年目黒区駒場に日本民藝館を設立。

プロダクトデザイナーの柳宗理は長男。

注４：『民芸の心』　湯浅八郎・述　田中文

雄・編　国際基督教大学　６9Ｃ8年（復刊：

湯浅八郎記念館　６98７年）

たが、今は観光客向けの値段が高いものが

多いです。どの国も聞いていると同じよう

な状況なのですね。

原：次の展覧会で、ものを大切にする日本

人の心が伝わるといいなと思っています。

展示が始まったらまた見に来てくださいね。

ソフィー：ぜひ、観に行きたいと思います！

若い日本人の着物についての考え方はどう

思いますか？ 今では、浴衣を自分で着ら

れる人も珍しいですよね。

原：せっかくの自国の文化なので興味を持

ってもらえると良いのですけれど。学芸員

実習で着物のたたみ方を教えるのですが、

学生たちはその時に初めて着物というもの

がいかに機能的な構造なのか気づくようで

す。あんな大きな布が、順番にたたむと引

き出しに収まる訳ですから。また、留学な

どで海外に行ったときに、外国のかたに日

本について聞かれ、帰ってから改めて学び

直そうとする人もいますよね。

ソフィー：そうですね。確かに私も日本に

来てからハンガリーに誇りを持つようにな

りました。

原：ソフィーさんは、ハンガリーの民族衣

装は持っていらっしゃるの？

ソフィー：ハンガリーの民族衣装というの

は地方によって多少違いますが、中でも有

名なのは白い布にお花などの刺繍がたくさ

ん施されたものだと思います。私も小さい

頃村のお祭りでは地元の衣装を着ていまし

「描かれた器」展展示風景 角行灯、行灯皿など 学芸員課程をとっている学生さんたち。左から原山さん、天野くん、大尾さん、高瀬さん
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【湯浅八郎氏年表】

６89５年　　　　 東京・赤坂に生まれる

６9５8年　６8歳　同志社普通学校卒業後、渡米。カリフォルニアの果樹園で働く

６9６６年　７６歳　カンサス州立農業大学に入学し、昆虫学を専攻

６9６Ｂ年　７Ｂ歳　イリノイ大学大学院に進学

６9７５年　８５歳　同大学から博士号を得る

６9７９年　８９歳　帰国し、京都帝国大学教授となり、農学部に昆虫学講座を開く

６9７9年　８9歳　京都で日本民藝品展が開かれ、この展覧会を見たことが機縁となり、民芸品の収集をはじめる

６9８5年　９5歳　同志社第十代総長に就任

６9８9年　９9歳　渡米中に日米開戦。６9９Ｂ年までアメリカに滞留

６9９Ｃ年　5Ｃ歳　同志社第十二代総長として再任。京都民芸協会創立に参加

６9９9年　59歳　国際基督教大学総長に選ばれ、創立準備に専念

６95８年　Ｂ８歳　国際基督教大学献学。初代総長に就任

６9Ｂ６年　Ｃ６歳　総長を退任、名誉総長となる

６9Ｂ７年　Ｃ７歳　国際基督教大学理事長に就任

６9Ｃ６年　8６歳　京都民芸協会会長に就任

６9Ｃ8年　88歳　国際基督教大学で「民芸の心」を講義

６98６年　9６歳　国際基督教大学に民芸品コレクション約Ｃ１５５５点を寄贈。8月６5日、京都の自宅で永眠

【展覧会案内】

展 覧 会 名： 「よみがえる布め寄裂（よせぎれ）・裂織（さきおり）」

 The Beaきがけ of Japaneかe Recけcled Fabおぁcか

会　　　期：  ７５６９年9月9日 （火） め ７５６９年６６月６９日 （金）

展 示 資 料： 長着・仕事着４子供着物４襦袢・胴着４夜具地・

 炬燵掛け４袈裟・打敷・寄裂袋など　約Ｂ５点

開 館 時 間： 火曜〜金曜   ６５：５５ ー ６Ｃ：５５  

 土曜   ６５：５５ ー ６Ｂ：８５ 　　　

休 館  日： 日曜、月曜、祝日

入  館   料： 無　料 

交 　　　通： JR中央線三鷹駅および武蔵境駅南口より小田急バス「ＵCU行」にて終点下車

 または武蔵境駅南口よりタクシーで６５分

公 開 講 座： 演　題　 「よみがえる布」

 講　師　　佐治ゆかり氏（郡山市立美術館館長）

 日　時　　７５６９年６５月９日 （土） ６９:５５ ２ ６5:８５　

 場　所　　湯浅八郎記念館エントランスホール　無料 予約制

問い合わせ： 国際基督教大学博物館　湯浅八郎記念館

 〒６8６２8585　三鷹市大沢８２６５２７　　　

  TEL:５９７７２８８２８８９５ ４ FAX:５９７７２８８２８９85（担当　原　礼子）

大学院２年生。専攻は比較文化研

究。ハンガリーの大学で３年間日

本の文学、言語学、社会と歴史を

勉強し、来日。ＵCUで文部科学省

研究留学生として２年間過ごした

後、博士過程に進む。研究のテー

マは、小袖から見る江戸時代の町

人文化。本名が発音しにくいので

「ソフィー」という愛称を考えた。

ちなみにハンガリーでは日本と同

じく姓、名の順で表記する。

（左）

ウイハーズィ・
ジョーフィア（ソフィーさん）
UJHAZY, Zsofia（G2015） 湯浅八郎記念館エキスパート・学

芸員。人文科学科卒。立教大学で

学芸員課程修了。６9Ｃ8年より人

文科学科（美術・考古学）の非常

勤助手として湯浅記念館の開館準

備に携わり、６98７年から学芸員

として勤務。湯浅先生の授業「民

芸の心」にアシスタントとして関

わる。

（中）

原 礼子
HARA, Reiko （20 ID76）

湯浅八郎記念館館長代理・学芸員。

人文科学科卒。大学院では比較文

化を専攻し、学芸員資格は大学院

修了後、仏教大学の通信教育課程

で取得。６98Ｃ年から湯浅記念館

に学芸員として勤務。館で開催さ

れる展覧会のポスターデザインを

全て手がけており、そのデザイン

にはファンが多い。

（右）

福野 明子
FUKUNO, Akiko（28 ID84 G1986）

行ッテ知リソ！
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よ
み
が
え
る
布

寄
よ

せ

裂
ぎ

れ

・
 裂

さ

き

織
お

り

http://subsite.icu.ac.jp/yuasa_museum/ ◆ e-mail: museum-office@icu.ac.jp ◆ ☎ 0422-33-3340
〒181-8585 東京都三鷹市大沢 3 - 10 - 2  交通 : JR中央線三鷹駅／武蔵境駅南口より小田急バス「ICU行」終点下車 (武蔵境駅南口よりタクシー10分)

開 館 時 間 ： 1 0 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 （ 土 曜 日 は 1 6 : 3 0 ま で ） 日 曜 ・ 月 曜 ・ 祝 日 は 休 館 ◆ 入 館 無 料

国 際 基 督 教 大 学 博 物 館 湯 浅 八 郎 記 念 館
I C U  H A C H I R O  Y U A S A  M E M O R I A L  M U S E U M

2014年9月9日 ~ 11月14日

The Beauty of Japanese Recycled Fabrics

93rd Open Lecture: “Revival of Fabrics” Lecturer: Ms. Yukari Saji, Director of the Koriyama City Museum of Art

Place: Museum Entrance Hall  Date/Time: October 4, 2014 / 14:00 ~ 15:30 Admission Free. Lecture will be in Japanese. Reservation is requested.

第 93 回公開講座「よみがえる布」 講 師：佐治 ゆかり 氏 郡山市立美術館館長

2014 年 10 月 4 日 (土) 14:00 ~ 15:30 当館エントランス・ホールにて　聴講無料・要予約

WA×ICU

「民芸の心」の講議で学生を前に話す湯浅先生
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伝統工芸を継ぐ

　「金沢の桐工芸というのは、桐の木を削

って形を整えた後に一度焼くので、このよ

うな色になるんですよ。」と深いこげ茶色

のトレーを見せながら話してくださったの

は、岩本清商店の桐工芸職人・内田健介さ

ん。バーナーで焼く際、そのまま火を当て

ると木が燃えてしまうので、少しずつ息を

吹きかけながら根気づよく焼いていくのだ

という。一部には蒔絵を施して、トレーや

コースターなどにしていく。

　内田さんは７５５９年、パートナーの岩本

歩弓さんと、これまで住んでいた東京を離

れ、岩本さんのご実家である岩本清商店で

桐工芸職人として働き始めた。岩本清商店

は６9６８年の創業で、当時は桐火鉢を専門

に作っていた工場だった。現在は四代目の

岩本さんのお父さん・岩本清史郎さんが継

いでいる。「絶滅寸前の桐工芸を前に、な

にかできるかもしれないと思い立ち、実家

に帰ることにしました。ダメだったらまた

考えればいいや、という軽い気持ちでした

ね」と岩本さん。岩本さんが小さい頃は、

実家の隣にあった工場には危ないからとい

う理由で入れてもらえず、自分の実家が何

を作っているのか、戻るまで知らなかった

という。「それまで、自分の家は桐箪笥を

作っているんだと思っていて。周りの人に

も実家が桐箪笥を作っていてそこに帰るん

です、なんて言っていましたから。（笑）」

職人離れが叫ばれている伝統工芸の世界。

彼女のお父さんは常々こう言っていたとい

う。「桐を育てる人も減ってきた。付き合

いのある材料屋もこの代で最後かもしれな

い。ここも自分の代で終わりでいい。」

　岩本さんはＵCUを卒業後、企業で１年間

働き、その後出版社のリトルモアに転職。

「小さな出版社だったので、ほとんど広告

を打つことができなくて、刊行前のダミー

を持って、新聞社や雑誌編集部をまわった

りもしていました。その頃の実家は職人さ

んたちの高齢化などもあって、とても細々

とやっていました。自分が仕事でやってい

るように、お金がなくても桐工芸を宣伝す

ることはできるのではないかなと、漠然と

思っていました。」現在岩本さんは家業を

手伝う傍らで、地元や東京などで金沢に関

わる様々なイベントを行ったり、地元商店

の新商品のパッケージデザインの相談を受

けたりしている。７５５Ｂ年には、金沢に暮

らす人やそこに息づいたお店を集め編集し

た『乙女の金沢』を上梓し、７５６７年には

新版も発行された。

ICUで過ごした時間

　内田さんは神奈川県茅ヶ崎市出身。高校

までは理系だったが、浪人中、友人に「お

前にぴったりの大学があるぞ」と言われ、

それがＵCUだった。「入試の時に初めてキ

ャンパスに行ったんですよ。驚きましたね。

なんだかすごいところに来ちゃったぞって。

（笑）」大学では美術部の部長を務め、主に

陶芸をやっていたという。「D館の奥に陶

芸部屋があって、ろくろと電気釜がありま

した。そこで作品を作って、ＵCU祭で展示

したりしていましたね。あまり真面目には

活動していませんでしたが。（笑）」

　同じ頃、岩本さんも高校の英語の先生の

勧めで、ＵCUを受験する。「語学に興味が

あったということもあるのですが、学生た

ちが芝生の上で談笑している“あの”写真

を見てしまって（笑）。でもＵCUは私立だ

し学費も高いから、本当は外大に行くつも

りだったんです……。」在学中は語学科で

フランス語を専攻した。「部活は特にやっ

ていませんでしたが、第一女子寮だったの

で、それが部活みたいなものでした。（笑）

当時は携帯電話なんてなかったから、電話

番の子がいて、『○○さーん、電話です』

って取り次いでくれるのですが、『○○さ

ーん、お電話です』になると、男の子から

だっていう決まりのようなものがありまし

たね。これでみんなに知られちゃいますけ

岩本清商店　内田健介・岩本歩弓（ともに42 ID98）

_Interview
文・野仲裕子（本誌）　写真・一之瀬ちひろ（本誌）
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Information
ど。（笑）選び合ったわけではない人たち

と一緒に暮らすことは、今思えば得がたい

経験でした。その頃の寮の友人たちには今

でも連絡を取り合っていますよ。」学生時

代、ふたりは友人として大学で顔を合わせ

ていた程度だったが、卒業後、友人宅で再

会し、しばらくして一緒に生活を始めるこ

とになる。

親子三代で働く・暮らす

　冬馬くん（４歳）と、みなもちゃん（２

歳）というふたりのお子さんにも恵まれ、

実家の近くにある自宅と職場兼実家を行き

来する日々だという。朝は自宅で、昼食と

夕飯は実家で家族みんなで食べる。「息子

は、ヴォーリズ（ウィリアム・メレル・ヴ

ォーリズ）の設計したキリスト教系の幼

稚園に通っています。粗食でのびのびと

遊ばせてくれる教育方針がいいなと思っ

て。え？ヴォーリズってＵCUの教会を建築

した人なんですか！なんだかすごいご縁で

すね。（笑）」下のお嬢さんも、内田さんと

岩本さんが働くお店と工場と実家を縦横無

尽に駆け回り、そのそばにはいつも家族の

笑顔がある。同じ時期に東京から金沢に戻

ってきた岩本さんの弟さんも工場で一緒に

働いている。内田さんが、息子の冬馬くん

「 ICUを出て伝統工芸の職人になった人がいるよ」

そう聞いて、新幹線で一路金沢へ。

金沢の下町に佇む実家と工場（こうば）がつながった大きなお宅には、

3世代家族の生活と、４代続く桐工芸が同居していました。

６9Ｃ８年生まれ。茅ヶ崎市出身。語学科

日本語学専攻。東京にて会社勤めの後、

パートナーの岩本歩弓さんと岩本清商店

へ。桐工芸職人として働く。

UCHIDA, Kensuke

６9ＣＢ年生まれ。金沢市出身。語学科フ

ランス語学専攻。出版社勤務後、地元金

沢に戻り、実家である岩本清商店で働き

ながら、地元のイベントやお祭りを主催。

著書に『新版　乙女の金沢』（発行:マー

ブルトロン４発売:三交社４定価６１5Ｃ5円）。

IWAMOTO, Ayumi

に、「大きくなったらなにをしたいの？」

と聞くと、「こうば（工場）ではたらきた

い！」という答えが返ってきたという。来

年、創業から６５５周年を迎える岩本清商店。

親子３世代が集まるこの金沢下町の町家で、

これからどんなものが生まれ、また育って

ゆくのだろう。

（左上から）バーナーの火を吹き付けながらこげ色をつけてゆく、工場に併設されたお店、店内には人気商品「ちょこっとトレー」などが並ぶ

（左下から）年季の入った道具が並ぶ工場、歩弓さんと長女のみなもちゃん、工場と実家に囲まれた中庭

名称 岩本清商店

住所 金沢市瓢箪町三番二号

電話 ５ＣＢ２７８６２5９７６

FAX ５ＣＢ２７８６２5９58

創業 ６9６８年（大正二年）

店主 岩本清史郎

営業時間 ６５時〜６8時 火曜日定休

10/7～13　「2014 日韓工芸作品展」

金沢７６世紀美術館 市民ギャラリー B

hががpか:４４くくく３kanaげaくa７６３あp４

10/23〜11/3「いしかわマルシェ（仮）」

JR東京駅　エキュート東京

hががp:４４くくく３ecきがe３あp４がokけo４

11/14〜16（予定）「冬の友」

しいのき迎賓館横　広坂緑地

hががp:４４oがome３kぁおぁkoきgeぁ３com４

11/19〜12/9　「日本を巡る　手しごとマルシェ 北陸篇」

髙島屋 京都店 ＢF リビングフロア

hががp:４４くくく３がakaかhぁmaけa３co３あp４kけoがo４

●バスをご利用の場合

　金沢駅東口から発車している「城下まち金沢周遊バス」

に乗り、ふたつ目のバス停「明成小学校前」で降ります。

バス停のすぐ先にある交差点を左に曲がると右手に岩本清

商店があります。運賃は７５５円です。

●徒歩の場合

　金沢駅東口をでて、都ホテルを左手に見ながら、正面の

道をまっすぐ歩きます。Lぁぎe １という小さなデパートが

ある角を左に曲がり別院通り（ふらっと通り）に入ります。

別院通りを抜けますと、横安江町商店街を右手に見ながら

小橋大通りをまっすぐ歩きます。しばらくすると城下町金

沢周遊バスのバス停「明成小学校前」 がありますので、そ

のバス停のすぐ先にある交差点を左に曲がると右手に岩本

清商店があります。金沢駅からは約６5分くらいです。 

金沢駅から岩本清商店への道のり

WA×ICU

お店の情報

イベントの予定
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　伊藤琢さんは寮の先輩だ。アメリカで飛

び級して年下なのだが、落ち着きと静けさ

があり、すごく正直に話してくれたり、意

外にお茶目な部分があったりして好きな先

輩の一人だった。ＵCUに入学するまで会っ

たことがない、アメリカを感じさせる人で

もあった。そういうわけで、今号の特集に

関連して話を聞きたい人として真っ先に思

い浮かんだのである。久しぶりに再会した

琢さんは、まったく変わっていないように

見えたが…。

日本には来たくなかった

AN：ＵCUに来たのはどうしてですか？

　正直に言うと、日本には来たくなかった

んだよ。それまでの６Ｃ年間、基本的にア

メリカにずっといて、自分は普通のアメリ

カ人だと思っていた。それが、親が日本に

帰るので一緒に日本に行くことになった。

良い大学に合格したら残っていいと言われ

て、合格した大学もあったけど親に良い大

学だと認定されなかったし（笑）。ＵCUの

アプリケーションは親が書いて、エッセイ

だけは自分で書かないと詐欺になるからと

いうので、無理やり書かされた。

AN：それでいきなり寮はきついですね。

　いや、ＵCUは人生のなかでもトップぐら

いに楽しかった。最初は、単純にアメリカ

人として慣れているものと違うのはいや

だ、というのがあったし、日本人に対して

のステレオタイプがあって、なんでこんな

ところに居ないといけないのか、と感じた

けど、じわじわと変わっていった。やっぱ

り、寮は大きかった。アパートだったら、

セプテンとだけ付き合って、アメリカに戻

っていたかもしれない。一緒に暮らすと、

自然に仲良くなるし、日本人でもこんな人

がいるんだと分かるし、本流ではないけど

仲間に入れてもらっているという感じがあ

った。６つ上の土橋喜人さん（８5 ＵD9６）

とは、初対面が強烈だった。「ヘイ、土橋、

元気かぁー」って肩組んだんだけど、なん

だお前は！って。話したら先輩後輩の概念

がないと理解してくれて、それから結構話

す よ う に な っ た。 稲 垣 秀 人 さ ん（８5 

ＵD9６）は、本当に分け隔てなくつき合っ

てくれたし、後輩でルームメートだった栃

内文彦君（８8 ＵD9９）の存在も大きかった。

　あと、遊び。専攻はマージャンって言っ

て、年間８５５日以上マージャンしてた。最

初は、えーと、どれを切るんだ？って感じ

だったけど、後半は結構強くなった。あと、

セプテンの友人ともいろいろ遊んだね。今

でも助かったと思うのは、アイデンティテ

ィ・クライシスで悩まなかったこと。セプ

テンでも僕みたいに、ずっと海外にいたと

いうのはめずらしいんだよ。自分がどこに

所属するんだろう、日本になじむか、なじ

まないかというのが大きな問題になる人も

いる。でも、僕は地球人だって思うことが

できた。最初の６１７年は考えてなかったけ

ど、日本にもアメリカにもいいところがあ

るって思えるようになって、どっちもいい

じゃんって。

二つの文化を理解して得た自信

AN：卒業後、日本の自動車会社に入社さ

れたのは意外でした。

　単純に車が好きだったというのもあるけ

ど、日本が分かったと思ったし、外資系だ

と支社になるから本社に入りたいというの

があった。今考えると会社には良くしても

らったね。最初はなじめなくて、周りの人

を観察するようにしていた。ああ、こうい

う風に言うんだとか、雰囲気を読むってこ

ういうことなのか、とか。７年目に地方デ

ィーラーに出向して営業をする販売研修は

大変だった。どろどろした営業の世界で理

屈が通じない。たたき上げの営業所長と話

してて「伊藤、お前、口答えするのか？」

って言われると、アメリカ人の脳はえっ、

と思うけど「すみません」って言うしかな

い。でも、これを７年経験して、だいたい

日本の文化や現場が分かったと思ったし、

日本語にも自信がついた。今思えば、ソフ

トランディングだったね。日系アメリカ人

として日本に来て純和風と言える寮に入っ

た。寮は会社と違って、やらない自由もあ

って、ちょっと日本をかじるということが

できたし、周りに外国に理解のある人が多

かった。そういう環境を経て、日本の会社

に入った。Ｂ年かかって、はじめて日本が

分かったし、他の文化を理解できたという

ことが自信になったよ。会社では、海外の

営業支援にいて、中東やアジアを担当した

けど、この体験が役立った。子どもにもそ

ういう経験をさせたいと思ってるし。

ビジネスパーソンとしての志

AN：その後アメリカのMBAに行かれたわ

けですが

　入社した時の上司が６５年目だったけど、

あと６年半でそれに追いつかないな、と感

じて、もっと厳しい環境に行かないと成長

しないと思った。まあ、自分が努力すれば

よかったんだけど。あと、もう一回ちゃん

と勉強した方がいいと思って、MBAに行

くことにした。６５年ぶりにアメリカに帰

るつもりで行って、リバース・カルチャー

ショックの方がすごいっていうけど、本当

だった。知ってるつもりなのに、えっ、ア

メリカって、こうだっけ？って。結局いろ

んなことがあって、入学して半年後に卒業

後は日本に戻ると決めたんだ。

AN：その後は外資系の製薬業界に。

　これは偶然だね。ビジネススクールでは、

６１７年の間の夏に就職を意識してインター

ンをするんだけど、日本に帰ると決めたの

が遅かったから、ウォルマートでのインタ

ーンがもう決まっていた。ウォルマートか

らオファーをもらったけど、日本だと西友

だし、あまりイメージできなかった。それ

で、手広く就職活動をやってみようと思っ

て日本の求人が集まるキャリアフェアに行

ったら、たまたま日本イーライリリーの人

事部長が来ていた。日本人のトップマネジ

メントを育てたいという会社のビジョンに

も共感したので、入ったんだよ。でも入社

したのが一番忙しいＢ月だったし、業界が

違うから分からないことばかり。６か月で

６５kg痩せたよ！ 

AN：その後、７度転職され、現在の会社

に入社されました。

　所属の会社だけでなく、他の会社も同列

のオプションとして並べているんだ。ここ

までアソシエイツ、マネージャー、ダイレ

クターと順調に来ていると思う。今は、全

体のマーケティング戦略を自分で決められ

るから面白い。つらいけど、やりがいがあ

る。自分の強みは戦略立案で、これはアメ

リカにいたのが大きいと思うよ。目的とゴ

ールがあり、それを達成するためにはどう

したらいいか、自然とそういう意識になり

やすい。これからは、戦略を実行に働きか

けていくことに力を入れたいね。ビジネス

の世界では、やっぱり世界的な経営者がト

ップ選手でスーパースターってことにな

る。終わってみれば、目標の８１９５パーセ

ントになるのかもしれないけど、やっぱり

それを目指したい。でも日本のどろどろし

た営業の現場も分かる僕らみたいな人材

は、会社からみれば日本に居て一番バリュ

ーを発揮できる。アメリカの本社にいたら、

ただのアメリカ人だし。ちょっと残念だけ

ど、楽に本社には行けないね。

　あと、人生の最後の８分の６は、途上国

に学校をつくるといった社会貢献がしたい

と思っているんだ。単純に地域の人の人生

が豊かになるし、面白そうだし、ある面、

自己満足のためにもやりたい。経営の立場

から、しっかり仕組みをつくることで貢献

できると思ってる。

AN：すっごくお忙しいところ、ありがと

うございました。でも、正直言って、琢さ

んがこんなにバリバリ働くようになるとは

思いませんでした（笑）

　長時間労働がいいと思わないけど、やり

たいことがあるから。昔から、長時間のマ

ージャンは強かったしね。７９時間ぐらい

やってると、他の人は、だんだんハイにな

ったり判断を間違ったりするようになった

りするけど、僕は普通に続けられた。マー

ジャン専攻を無駄にはしませんよ（笑）。

各ジャンルで活躍の同窓生を紹介

_People
ICUは海外から日本社会への安全な道だった？

二つの文化を知って、ビジネスの世界で奮闘する同窓生
文=樺島榮一郎（本誌）

伊藤 琢
（８Ｂ ＵD9７）

バクスター株式会社

メディケイションデリバリー

マーケティング部統括部長

６99８年社会科学科卒。専攻は経営学。

同年日産自動車入社、７５５６年退社。６年

の進学準備期間を経て、７５５７年ミシガ

ン大学ビジネススクール、７５５９年日本

イーライリリー（株）、７５５9年ノボ ノル

ディスク ファーマ（株）、７５６８年より現

職。第二女子寮出身の妻との間に７女。

いとう たく（ITO, Taku）
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人間であるとはどういうことか、
を科学する

人類学は様々な学問の中でも歴史が古く、

６9世紀には既に一つの分野として存在し

ていました。その根幹を成すのは、「人間

であるとはどういうことか」という問い。

人文科学・社会科学・自然科学のすべてに

通じる、根源的かつ普遍的なテーマを扱う

学問と言えます。

人間の本質を探るために人類学が用いる

のは主に、考古学的な視点、文化的な視点、

言語学的な視点、そして生理学的な視点の

９種類です。しかしＵCUの人類学メジャー

が扱うのは、文化的な視点からの考察（＝

文化人類学）のみ。考古学・言語学・生理

学的なアプローチを学びたい学生は、言語

学メジャーや生物学メジャーなど、他の分

野のクラスを履修します。リベラルアーツ

が実践されている環境の中で、違う分野の

学生と共に学ぶことで、人間を考察する多

様な視点を養ってほしいと考えています。

ただ、文化人類学というもの自体が広が

りを持った学問なので、人類学メジャーの

クラスで扱うテーマも多岐にわたっていま

す。民族、宗教、ジェンダー、経済など、

人類学と無関係に思えるようなテーマを人

類学的に分析するクラスも沢山あります。

違うメジャーの学生にも、興味のあるテー

マを人類学的な視点で考察することを経験

してほしいと思います。

読む・見る・聴く、そして実際に
やってみる

基本的に人類学の研究は、研究対象とし

た人間や集団と時間を共有し、その経験を

もとに対象を考察するという手法をとりま

す。対象と相互に影響し合いながら、相手

の意識や価値観の根底にあるものを見極め

るのです。私自身も、調査のために日本の

コンビニエンスストアでアルバイトをした

ことがありました。対象を単に外から観察

するのではなく、同化するのでもなく、行

動を共にしながらも客観的な視点を持ち続

けることが求められます。

人類学のカリキュラムを決める際には、

学生たちが人類学研究の手法を体得でき

るよう、読む・見る・聴く（おead１ くaがch１ 

lぁかがen）、そして実際にやってみる（do）

という要素を入れるようにしています。論

文や映像、研究者や他の学生の研究成果な

どに触れることは、自分と異なる価値観や

生活様式を持った人々への理解を深め、視

野を広げることに繋がります。そして、実

際に研究対象の人々と関係を築く中で、頭

だけでなく行動を通じて人間を科学するこ

とが身に付いてゆくと考えています。

私が教えている「現代日本の文化」とい

うクラスでは、文献購読などを一通り終え

た後、現代日本の食文化をテーマにした

フィールドワークを行いました。週に１

回、履修生たちが一緒に昼食をとる「弁当

の日」を設定し、その時の体験をもとに自

分たちの食文化を考察するというのが課題

です。お弁当を自分で作る学生もいれば買

ってくる学生もおり、自分の作ったおかず

を配る男子学生もいる。みんなの予定を合

わせるのは難しい……。実際にやってみる

ことで、文献や資料には載っていない自身

の食文化のあり方が浮かび上がります。学

生たちがこのフィールドワークから得た気

付きは実に様々でした。お弁当のメニュー、

食事中の会話や人間関係、弁当の日に来ら

れなかった学生が抱える事情など、学生一

人一人が独自の視点で現代日本の食文化の

実態を再発見していました。この経験は、

現代を生きる自分自身をより深く知ること

にも繋がったのではないかと思います。

知的好奇心と対話への欲求

ＵCUの学生たちは非常に好奇心旺盛です

し、議論したい、人と意見を交わしたい、

という意欲が強いと感じます。今、９年生

の卒論を読んでいるのですが、ランドセル

に見る母親たちの意識、日本とフランスの

カフェ文化の比較、なぜ鎌倉は世界遺産に

なれなかったか……など、それぞれの着眼

点が実にユニークで、こうした研究に触れ

ることで私自身も刺激を受けています。

また、こちらが何も言わなくても主体的

に議論を始める態度も素晴らしい。海外で

の生活が長かった学生など、様々なバック

グラウンドの学生が集まっている点も、視

野を広げることに繋がっているのではない

突撃! 気になるあの“メジャー”

人類学。言葉自体は知っているものの、人類について学ぶということを具体的に思い描こうとすると、

「人類」という言葉が大きすぎて輪郭がぼやけてしまうような感じがします。

人類学とは、そしてICUの人類学メジャーとは何なのか、ギャヴィン・ホワイトロウ上級准教授にお話を伺ってきました。
文・写真：小林智世（本誌）

第9回　ギャヴィン・ホワイトロウ上級准教授（人類学）

７５５Ｃ年、日本のコンビニエンスストアに関

する研究で、イェール大学博士課程修了。

７５５Ｃ〜７５５8年、ハーバード大学にReぁかchaきeお

Ｕnかがぁがきがe Poかがdocがoおal Felloくとして在籍。

７５５8年、国際基督教大学に准教授として着任。

同大学の人類学メジャーおよび大学院にて授

業を行う傍ら、日本研究メジャーコーディネ

ーターも兼任。研究テーマは、グローバル化、

商業、労働、食、現代日本における消費文化。

最近は、不便さ（ぁnconぎenぁence）、食品廃

棄などのテーマに関心がある。

ホワイトロウ、ギャヴィン・H
WHITELAW, Gavin H.

◦開講されているクラス（一部、７５６９年現在）

人類学原論

文化の比較

文化人類学とジェンダー研究

現代日本の文化

環境と人間生活

人類学現地調査

主要な人類学者と民族誌　など

◦担当教員（７５６９年度現在）

加藤 恵津子　KATO１ Eがかきko 

マラーニー １ ショウン K３　MALARNEY１ Shaきn K３ 

森木 美恵　MORＵKＵ１ Yoかhぁe 

ホワイトロウ１ ギャヴィン Ｔ３　WＴＵTELAW１ Gaぎぁn Ｔ３

人類学メジャーのデータ

でしょうか。ただ、日本人の学生に対して

は、英語で論文を書くことを億劫がらず

にやってほしいと感じることがあります。

ＵCUという環境にいるうちに、自分の考え

を世界に向けて発信するスキルを身に付け

ておくことは、絶対にプラスになるはずで

す。

WA×ICU



10

特集 留学生はニッポンに何を求めるのか
スティール先生にインタビュー
「和とICU」が今号の特集に決まり、そのなかで取り上げたいトピックの一つに挙がったのが留学生の動向。

今の留学生は日本の何に興味を持ってICUに来るのか？ 留学生を受け入れる教育機関として、ICUの“立ち位置”は昔と今で変わって来ているのか？――。

こんな問いを頭のなかに置きながら、1960年代に交換留学生としてICUで学んだウィリアム・M・スティール教授に話を聞いた。

編集部（以下AN）：先生が日本で学び、日

本史を専攻することになったきっかけにつ

いてまずお話しいただけますか？

スティール先生（以下スティール）：私が

大学（カリフォルニア大サンタクルーズ

校）に入学したのは６9Ｂ5年。もともと古

いものに興味があって、７年生の時には、

ギリシャとかローマの歴史を学ぼうと思っ

ていたんです。西洋史専攻でも、非西洋の

歴史の授業を一つは必須で取らなければな

らない。ちょうど東アジア史の授業があり、

その時に教わったのが入江昭先生（注６）

だった。ちょうど教鞭に立ったばかりのこ

ろです。私にとって、ほぼ初めての日本人

との出会いだったのですが、とてもいい先

生でした。やさしく指導してくれて、とて

も誠実だった。だから授業の中身もですが、

先生に非常に興味を持ちました。ところが

入江先生は翌年、別の大学に行ってしまう

のですね。それで「日本に興味があるのな

ら、ＵCUとの間に交換留学制度があるから

どうか」と。それで応募して、奨学金をも

らってＵCUに来たというわけ。ＢＣ〜Ｂ8年。

（日本の大学）紛争中のことです。

　ＵCUではカナダハウス、小出先生などか

ら日本語を学び、日本史はミラー先生がい

ました。長（武田）清子先生の授業もとり

ましたよ。寮の友だちが「一番面白い授業

だ」と言うので。日本語だったけれども

ね。友だちも「（言葉が）足りないところ

は手伝うから」と言ってくれて。長先生

も「論文は英語で書いてもいいし大丈夫で

すよ。TAもいますし、熱心ならどうぞ」

と。チャレンジでした。その時は和辻哲郎

（注７）について調べました。そこから日

本史と日本語を本格的に学び始めた。当時

は（ＵCUに）日本研究プログラムはなかっ

たけれども、英語でも相当日本について学

ぶことが出来ました。

　交換留学を終えてアメリカに帰るとき、

おみやげとしてどうしても掛け軸がほしか

った。でも高い。そうしたら、寮の友だち

の親から「大垣の叔父が掛け軸をたくさん

持っている」という話があって、その後そ

の叔父さんから手紙をもらった。「掛け軸

教養学部歴史学教授。Ph３D（ハーバード大学、

６9ＣＢ年：東洋史および言語専攻）。６9ＢＣ〜Ｂ8年

カリフォルニア大学（サンタ・クルーズ校）から

ＵCUに交換留学。６9ＣＢ年に歴史学・日本研究の

非常勤講師としてＵCUに赴任。その後、６9Ｃ8年

から６98５年までハーバード大学で日本史の講師

を 務 め、６98６年ＵCU助 教 授、６98９年 准 教 授、

６989年に教授就任。７５５８年度から７５５8年度まで

教養学部長。著書に『もう一つの近代』（ペリカ

ン社、６998年） 『ローカルヒストリーからグロー

バルヒストリーへ―多文化の歴史学と地域史』（共

編：岩田書院、７５５5年）など。

ウィリアム・スティール
M. William Steele

取材・文：石井雅仁、森川幹人（本誌）
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特集留学生はニッポンに何を求めるのか
スティール先生にインタビュー

1968 

を差し上げるが、条件が８つある」という。

一つは大垣を訪ねること、二つ目は長良川

で一緒にアユ釣りをすること、三つ目は勝

海舟について学ぶことだった。

　勝海舟の名前は、この時初めて聞いた。

だからどういう人なのか分からない。勝海

舟は私にとって、三つのうち一番難しい条

件だった。ちょうどそのころ、松浦玲の

「勝海舟」という本が中公新書から出まし

た。それを買って、まだ日本語はあまりで

きなかったけど、一生懸命その本を読みま

した。今もまだ持っているけど、字引を使

いながら、勝が幕臣であったこと、蘭学を

修めて咸臨丸で米国に渡航したこと、江戸

城開城に際して西郷隆盛と会談したことな

どを知り「面白い人だな」と分かった。苦

労して、これが日本語で一冊の本を読んだ

最初だった。

　それから大垣に行った。アユ釣りは釣竿

ではなくて小さな網でアユを捕る漁だった。

その方は造り酒屋を営んでいて、アユを肴

に日本酒を飲みながら勝海舟の話をしまし

た。そこでいただいた掛け軸が、なんと勝

海舟の書だったんです。今も自分の宝物で

す。そして米国に帰り、「ペリー来航に対

する、当時の日本の思想家の対応・反応」

をテーマに卒業論文を書きました。

　その後の私の研究は、一貫して「勝海舟

と明治維新」。もともとの日本への関心は

歴史だったかもしれないけれども、交換留

学の時に私に一番刺激になったのは寮の友

人でした。それで日本語もうまくなったし、

文化と人から日本に惹かれていった。それ

から日本とずっとつきあっています。

AN：そのころの留学生にとって、日本へ

の興味はどの辺にあったと思いますか？

そうだ !! へ行こう！ 
(Admi&Bldg) +

+++++Mon&Fri+9:00&12:00,+13:00&17:00+
+++++TEL:0422&33&3530+Mail:info@icu&service.com++++

ICU

注６:

いりえ・あきら　

日本出身者として初めてアメリカ外交史学会

会長やアメリカ歴史学会会長を務めた国際政

治、歴史学者。ハーバード大名誉教授。

６9８９年、東京生まれ。思想・文化の影響力

を重視するアプローチを特色とし、一国の外

交史研究を超えた多国間の視点と、その相互

作用を組み込む「国際史」研究を提唱した。

注８:

すずき・だいせつ　

６8Ｃ５〜６9ＢＢ年。仏教哲学者。金沢市出身。

東京帝大哲学科に学びつつ、禅の世界に傾倒。

６89Ｃ年（明治８５年）に渡米し、出版社編集

員として約６６年間滞在。帰国後は学習院教

授、 大谷大学教授などを歴任。仏教（とくに

禅）の著作を多く英文で発表した。主要著書

に『禅思想史研究』、『日本的霊性』などがある。

注７:

わつじ・てつろう　

６889〜６9Ｂ５年。哲学者・倫理学者・日本文

化史家。兵庫県姫路市出身。日本精神史・仏

教・西洋哲学など多方面にわたる研究を進め、

『日本精神史研究』や『風土』『倫理学』など

の著作にまとめた。東京帝大教授として倫理

学講座を担当。「人間の学としての倫理学」

と呼ぶ独自の哲学を唱えた。

芝生の上で学生と語らう若き日のスティール先生（中央）

昔も今もあまり変わらないバカ山でのランチ風景

2014

スティール：Ｂ５年代は、まだ日本経済の

力は弱かった。だから美術とか仏教、禅と

か能、歌舞伎とか、日本の伝統文化に関心

のある学生が多かった。そのころ英語で書

かれていた日本関係の本のなかでは、鈴木

大拙（注８）がよく読まれていました。

　武士道への関心は、テレビドラマの

“Shogきn”が話題になった8５年代からだ

と思います。Ｂ５年代は学生紛争があった

から、日米関係の方が直接の関心事でした。

ベトナム戦争、ベ平連の活動もあったし。

日本人の学生には当時、政治の話をかなり

聞かれた。日本の政治、米国の政治、公民

権運動とかベトナム戦争反対とか、毎晩毎

晩議論をした。振り返ってみるとあの一年

間、外からアメリカを見ることでアメリカ

のことをいろいろ考え、自分もかなり変わ

ったと思います。帰国してからは反戦運動

にも参加したし、徴兵されたときは良心的

兵役拒否者として衛生兵の仕事をしました。

AN：ＵCUの教員としても長年留学生と関

わっていますが、彼らの日本観は時代によ

って変わってきていますか？

スティール：６9Ｃ５年代には日本経済への

関心が出てきました。エズラ・ヴォーゲル

先生のベストセラー“Japan aか Nきmbeお 

One”もありましたね。バブルの8５年代

は経済発展の秘密とか、カイゼン主義とか

を学びたいという関心。日本経済は、その

後はあまり魅力がなくなったけどね（笑）。

　最近はポップカルチャー。アニメやマン

ガ。「クール」とか「キュート」とか。そ

れもありますけど、もう一つ、日本のなか

にあるクリエイティビティー。モダンなデ

ザインとかファッションとか、そこへの関

心も高いと思います。日本は建築、アート

WA×ICU
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などで世界的にかなり活躍している。伝統

文化に関心がある学生も、もちろんいます。

　何かのきっかけで日本との出会いがあっ

て、関心を持つ。それは一人ひとりで違う。

人との出会いで、偶然に日本に興味を持つ

人もいます。中国に関心があるけど、行く

のはなかなか難しい。それで日本で中国に

ついて学ぼうというケースもある。自分と

しては、一般化してしまうのはできるだけ

避けたいのです。

　アメリカ人もいろんな人がいますよ。日

本人は一般的に“くe”と“がheけ”という

物の見方で考えがちだけれど、くeもいろ

んな人がいるんじゃないですか。一般の

日本人がいますか？みんなそれぞれ違う。

がheけも同じです。今、ＵCUにはアメリカだ

けでなく、ヨーロッパからの学生も多くい

ます。中国や韓国、いろんな学生がいます。

AN：うーん、「一般化はできない」と言わ

れればその通りですね。くeとがheけで考え

ないというのはＵCUで学んだ大切なことで

すが、社会に出て私たちがそういう日本社

会に染まってしまったのかと自戒します。

さて、留学生にとってＵCUで学ぶ魅力につ

いてはどう思われますか。

スティール：日本語を学べ、日本研究がで

きる。そしてやはり寮があって、日本人と

ともに生活も授業もできるということがい

い点だと思います。日本の他の大学では、

留学生は専用の授業をやる、また日本人学

生に対しては日本人向けの授業をやる。ほ

とんど交流がない。場合によっては寮も違

うし……ＵCUは違いますね。完全にミック

スしている。国籍の別なく、授業をやって

いる。

　昔は確かにＵCUの日本史でも、9月生や

留学生向けの授業と９月生向けの授業と７

種類ありました。でも６985、8Ｂ年あたり

にこれはダメだと分かって、これを統合し

ました。米国人から見た日本史ではない、

歴史学の視点で日本史を語るということで

す。

＝編集部より＝

「9月生」、「留学生」、「日本的なもの」に的を

絞って質問する私たちに、スティール先生は

ときおり困惑する様子を見せながら話を続け

た。それはそうだ。「できるだけ９月生と9月生

の枠を壊したい」（本人談）のがＵCU教員とし

ての立場。カテゴリー分けはそもそも、この大

学には無用の物だ。先生は故・湯浅八郎氏（初

代学長）が語った“Theおe aおe no foおeぁgneおか aが 

ＵCU”というフレーズも口にした。

　先生は昨年度から７年間、「献学Ｂ５周年記念

教授職」という肩書きで仕事をされ、「近代日

本とＵCU」「世界環境史」「リベラルアーツの歴

史」の８科目を担当している。先生曰く「今の

学生は入学しても、ＵCUが戦後に特別なミッシ

ョンを持って出来た大学だということを深くは

知らないし、意識もしない。例えば、立教とど

こが違うのか尋ねても答えられない。」

今年の「近代日本とＵCU」では６期生、７

期生に授業に来てもらい、自分たちの学生

時代の経験を語ってもらったという。こだ

わっているのは平和をめぐる問題と、ＵCU

の創立時から端を発するそのユニークさだ。

「ＵCUは戦後の大学。もともとの理念は平

和にある。二度と戦争をしない、平和のた

めの教育、民主主義、日本と他国との和解、

和平の大学です。」

　日本の“戦後的なもの”が壊されていく

風潮もあるなか、スティール先生は力を込

めてこう話す。「ＵCUが他の大学と違って

いることをできるだけ守りたいんですね。

大学はクリティカルシンキングを養うため

のもの。これは守りたい。勇気を持ってメ

ーンストリームに反発していきたい。」

1968 

1968 

2014

2014

今も昔もときに教室よりも熱くなる芝の上の議論

※モノクロ写真は全てスティール先生提供
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去るＢ月７６日、新宿にてＵCU長唄研究会

創立９５周年祝賀会を開催しました。９５年

にわたる部の存続を祝し、これまで長く無

償で指導くださっている先生方へ感謝をお

伝えする会として、初代OBから現役部員、

先生方、顧問の先生、また演奏会や合宿等

で活動を共にする東京大学長唄研究会の

OB・現役、総勢8５名近くの方に出席頂き

ました。スライドショーで９５年を振り返

り、世代を超えた交流を楽しみ、先生方へ

お礼を贈呈して感謝をお伝えすることがで

きました。あっという間の７時間半でした

が、この９５年の長さを一同で実感するひ

とときとなりました。

日本的な文化を求めて創設

さて、この長唄研究会について皆さんご

存じでしたでしょうか。今回のアラムナイ

ニュースのテーマ「ＵCUの中の和」にも重

なる本研究会について、少しお話させてい

ただければと思います。始まりは９５年前

の６9Ｃ９年春。創設メンバーの新原（旧姓

西澤）雪乃さん（７７ ＵDＣ8）は、当時から

今に至るまでをこう語ります。

「ＵCUに入学してまず驚いたのはあまり

に廻りが非日本的であったことです。まず

キャンパスが日本の大学と雰囲気が違う、

授業はフレマンで英語漬け、構内を歩いて

いると英語が普通に聞こえてくる。私は子

供の頃アメリカで育ちましたので違和感は

なかったのですが、むしろ日本的なものに

飢えていたのかもしれません。

せめて部活は日本的なものをと思って探

しましたが見つかりません。偶然同じセク

ションBでお友達になった桑原百代さんが

お琴をなさるというので『邦楽研究会』を

作り、セクションメートを片端から部員に

誘いクラブを設立しました。人数は集まり

ましたが、顧問の先生がいらっしゃらない

と部として認めてもらえません。幸運にも

当時経営学の教授で歌舞伎がお好きでいら

した中島省吾先生にお願い出来ました。先

生はＵCUを離れられても機会あるごとに定

期演奏会を聞きにいらしてくださいまし

た。歴代の顧問の先生方、現在の佐野好則

先生にも大変お世話になっております。部

室はあまり活動されていないクラブにとり

あえず荷物だけ置かせてもらい、練習はD

館の部屋をその都度借りて行いました。長

唄三味線と唄を指導してくださる先生方も

見つかり９５年間通っていただいておりま

す。卒業までの９年間で定期演奏会の開催、

全国学生長唄連盟への加盟及びその演奏会

にも出演してクラブを軌道に乗せて卒業

いたしました。8６年にはお琴と別れて活

動することとなり『長唄研究会』と改名さ

れました。クラブの創立から９５年が過ぎ、

７５５人近いクラブ部員が卒業し、現在に至

っております。又卒業後も長唄を楽しんで

いるOBもおります。長い年月の間には部

員が８５人以上いる時もあれば、新入生ゼ

ロという年もありました。その間ずっとご

指導くださり、クラブ存続の危機の時も何

とかつないでくださっている先生方には感

謝いたしております。この頃は長唄という

言葉を知らない学生も多いので通称『三味

線クラブ』と言って部員を募集しているそ

うです。どんな形であれ、これからもＵCU

で長唄研究会が育っていくことを願ってい

ます。』

偶然の出会いからプロの奏者に

OBには長唄研究会での活動がきっかけ

でプロの演奏家になった部員もいます。

清水惣太郎さん（5７ ＵD５8）は在学四年

時に国立劇場の第四期歌舞伎音楽（長唄）

研修生となり三年間の研修修了後、尾上菊

五郎劇団音楽部に入部。その後長唄杵巳流

家元七代目杵屋巳太郎（現 淨貢）に杵屋巳

佐（みすけ）の名を許され歌舞伎に専従す

る長唄三味線演奏家として日々歌舞伎座

や全国各地の劇場等で演奏を行っていま

す。清水さんが長唄（研究会）を知ったの

はＵCU入学直後の“花見”だったそう。

「長唄は『和』のものという意識はなく、

三味線に触れたことで初めて知った、ある

意味カルチャーショックでした。純粋にそ

の音や音楽に魅力を感じたんです。

寄稿・大北博美（９9 ＵD５5）

茶道部、和太鼓部、箏曲部如月会、日本舞踊研究会……ICUの部活やサークルの中には、「和」をテーマに活動しているところがたくさんあります。

そんな中、長唄研究会が設立40周年を迎えたとのことで、これまでの歩みと祝賀会の様子などをOGの大北さんにご寄稿いただきました。

長唄研究会創立40周年祝賀会が行われました！

部室の風景（７５６８）

創設メンバー（ＵDＣ8）、卒業間近に先生方と（６9Ｃ8） 演奏前の楽屋（７５６７） ＵCU長研・東大長研定期演奏会（７５６８４６７４７９）

先入観を持たないで、一度三味線に触れ

てほしいですね。もしかしたら素適な出会

いになるかもしれない。ただ聞く、見る、

インターネット等で知るだけでは分からな

いことがあると思います。

ＵCUではいろんな文化・人に触れる機会

があります。色んな事を一度でも体験して

自分の世界を広げるという心を持ってほし

い。それを通して自分の物差しを増やすこ

ともリベラルアーツと言えるのではないで

しょうか。長唄に触れることもその一つに

なると思います。好奇心をいっぱい持って

アンテナをはりめぐらしていると、自分だ

けのコレというものが見つかるかもしれな

い。私自身、大学で偶然出会った長唄、三

味線によって人生が大きく動きました。ふ

としたことで何がどう転ぶかわからないで

すね。」と語ってくださいました。

いまの長唄研究会

現在、長唄研究会は部員６５名。お稽古

を月８、９回、先生のご自宅（または部室）

で行っています。部室はいつでも解放して

おり、部員は各々自主練をしています。

三味線を弾いてみたい、長唄について知

りたいと思った学生の皆さん、ぜひ気軽に

新D館９階の部室（９Ｃ７）を訪ねてみてくだ

さい。

創立から９５年間、途切れることなく三

味線指導を続けてくださっている稀音家六

綾先生は現役部員やOBについてこう語り

ます。「『伝統文化の次代への継承』などと

いう大げさなことではなく、自国の伝統芸

能をいくらかでも知っていることは、彼ら

がこれから世界の舞台へ出て行き、他国の

異文化と対峙したときにそれと戦う剣には

ならずとも自分を守る鎧になるであろう事

を願っています。」

ぜひ一度長唄、三味線に触れてみてくだ

さい。日本の文化・伝統芸能を知る機会で

もあり、またそういった枠を超えた何かに

出会うきっかけとなるかもしれません。

WA×ICU
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都内全域で突風が吹き荒れた８月８６日、

大学礼拝堂で７５６９年桜祭りが行われた。

オープニングは毎年恒例の、ＵCU OGC

合唱団・ＵCUメサイヤ関係者・卒業生有

志・在校生有志によるメサイヤコーラス。

大学オルガニスト・菅哲也氏の伴奏に合わ

せ、力強い「ハレルヤ」の声が場内に響き

渡った。司会を務めるNＴKアナウンサー・

柴崎幸雄氏（９Ｂ ＵD５７）が同窓会総会およ

びDAY賞表彰式の開会を宣言し、国際基

督教大学教会名誉牧師・古屋安雄氏による

開会祈祷が行われた。

総会では、まず同窓会会長の永渕光恵

氏（７６ ＵDＣＣ）が７５６８年度の活動を報告

するとともに、７５６９年度の活動予定を提

示。昨年度は日比谷潤子学長が国内外での

同窓会支部会に積極的に出席してくださ

り、同窓生のリユニオンの推進につなが

ったと述べた。また、同窓会の部会に「ＵT

部」が新設され、同窓会のＵTインフラの強

化に向けて活動を本格化させてゆきたいと

語った。続いて同窓会財務部担当副会長・

佐藤久恵氏（７9 ＵD85）が、７５６８年度の決

算報告を行うと共に、７５６９年度予算案を

発表。運営の活発化を見込んで、今年度は

一般会計からの繰越金を増額する旨を説明

した。最後に役員選考委員長の富岡徹郎氏

（７Ｂ ＵD8７）より、７５６９ 〜 ７５６5年度の役

員・評議員候補が発表された。

７５６９年度活動予定、予算案、および役

員・評議員候補者はいずれも、当日の出

席者６Ｂ8名および事前に寄せられた委任状

８７Ｂ通によって承認された。また、前出の

永渕会長の任期満了に伴い、次期会長の木

越純氏（７Ｃ ＵD8８）より花束が贈呈される

場面もあった。

続くDAY賞表彰式は、選考委員長の宮

武久佳氏（G６98８）による挨拶で始まっ

た。宮武氏は、「６人とあって７人といな

い」というＵCUの理念の下では同窓生誰も

がdぁかがぁngきぁかhedであるために、受賞者を

決定することがいかに困難かを説明しつつ、

その中から選ばれた受賞者Ｃ名への祝辞を

述べた。また受賞者に対して今後もＵCU同

窓生の魅力を広めてほしいとの期待を述べ

た。各受賞者は、スピーチや司会の柴崎氏

との一問一答を通して、ＵCU時代とそれ以

降の人生を振り返り、受賞の感想を語った。

受賞者には、表彰盾と記念品の写真立てが

贈呈された。

次に、卒業5５周年記念式典がとり行わ

れた。永渕同窓会会長は卒業後5５年を迎

える8期生に対する祝辞の中で、8期生の

特徴として募金者数の多いことやDAY賞

受賞者が６期に続いて多いことを称賛。8

期生代表として挨拶に立った三宅一男氏は、

入学前、ＵCUの素晴らしさを熱弁する故湯

浅八郎名誉総長に会った際のエピソードを

紹介し、ＵCU建学に関わった人々に思いを

はせ、今、ＵCUが果たすべきミッションは

何か考えることの重要性を強調した。8期

生には記念品が贈呈された。

その後、大学理事長の北城恪太郎氏なら

びに学長の日比谷氏が祝辞を述べた。最後

に、永渕会長と木越新会長からの挨拶の後、

讃美歌斉唱、祈祷を経て閉会となった。

懇親会は、例年通り大学食堂で開催され

た。本年のDAY賞受賞者であり献学Ｂ５周

年記念教授でもある宮川繁氏による乾杯の

音頭の後、旧知を懐かしむ同窓生達の声が

会場を満たした。途中、同窓生による合唱

披露もあり、歓談はいつまでも続いた。

文＝赤松弥生、小林智世（本誌）　写真＝樺島榮一郎（本誌）

桜祭り
第9回 DAY賞表彰式
桜祭りも今年で9回目。

10周年まで、残すところあと1回です。

チャペルで、食堂で、今年も沢山の再会や驚きがありました。

卒業 5５ 周年記念式典に参加した 8 期の集合写真。９8 人が集った。
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DAY受章者に、

同窓生に向けての

コメントをいただいた。

IKE, Hiroaki （8）

ＵCUのキャンパスは同期会などで訪れる

ことがありましたが、今回はDAY受賞と8

期生卒業5５周年のリユニオンが重なり、

うれしいですね。翻訳家としての長年の経

験から、翻訳とは日本語に始まり日本語に

終わると考えます。母語を離れた外国語と

いうものはなく、ＵCU生には特に、英語が

どんなにうまくなっても日本語の大切さを

忘れないでほしいと思います。

池 央耿

TSUCHIYA, Ryuichi （7）

<土屋さんの同期生で、学生時代から現

在に至るまで親しくされている大宅映子氏

にDAY受賞について語っていただいた。>

土屋さんは６9ＢＣ年からＵCUの同窓会活

動に積極的に携わってきました。また同窓

生が、転居、転職、海外赴任、帰国など、

変化のある度に彼が声をかけてくれて、み

んなが集まります。本人は、世のために何

かをした訳ではないからと受賞に抵抗があ

るようですが、彼は同窓生の結束を強める

ことを通じて、ＵCUの価値向上に大きく貢

献していると感じます。

土屋　隆一

ＵCUでは素晴らしい先生や友人に恵まれ、

卒業後も相手がＵCU出身と知ると、国内外

を問わず、心が通じてまるで昔から仲良し

だったかのように感じます。今、私は大学

院（博士前期・後期過程）で社会人の学生

を教える立場にありますが、その際の教授

法はかつて自分が教わったＵCUの先生方が

まさしくモデルであり、「専門的かつ分か

りやすい」そして「参加型」の授業を心掛

けています。

池上 清子
IKEGAMI, Kiyoko （19）

Ｃ5 年社会科学科卒　　   

Ｃ9 年大学院行政学研究科修士課程修了

UNＴCR、国連本部、（公財）ジョイセフ、ＵPPF ロンドン本部、

UNFPA 東京事務所長などを経て、７５６６ 年より日本大学大学院

教授。大阪大学大学院人間科学研究科にて博士号取得。開発を担

当する国連機関と NGO では 5５ か国以上で活動し、主に女性の

健康、人口問題、ＴＵV４ エイズなどの課題に取り組む。外務省

ODA 評価有識者会議委員、TＵCAD 野口英世アフリカ賞選考委員

などを務める。日本の保健分野 NGO 間のネットワーク構築にも

寄与。著書に「有森裕子と読む 人口問題ガイドブック」（国際開

発ジャーナル社）など。ニューズウィーク日本語版特集「世界で

活躍する日本人女性 ６５５ 人」の一人にも選ばれた。

まさに草創！一面の草・草・草、未完の

校舎、質素な教員宿舎のほか何もなかった

「ＵCU語学研修所」。だがそこには素晴らし

い先生方、仲間、そして寮のGodmoがheお

竹内瓊江さんとの出会いがあった。湯浅先

生は「ＵCUは”Unぁぎeおかぁがけ of がomoおおoく”

である。」と説き、これに対し学生たちは

「本当に何もない、いつになったら完成す

るのか３３」と陰口をきいた。今わたしは”

とわ永
と

久
わ

に完成をし識
し

らない大学”と受け

とめている。絶えず自らを問い続け”つね

恒
つね

に未完成”、そこにこそ我らの誇りがあ

ると考える。

丹波 望
TAMBA, Nozomi （1）

5Ｃ 年社会科学科卒

６9８９ 年秋田生まれ。６95７ 年「国際基督教学園」（ＵCU 語学研修所）

入学。続いて大学で社会学を専攻。６95Ｃ 年「東京神学大学」編入。

６9Ｂ７ 年同大学修士課程修了。父のもと「日本基督教団能代教会」

担任として牧会に従事。６9Ｃ８ 年同辞任。教育を通じ「地域の牧師」

となることを願い、「地の塩塾」をおこし、それを核に「市民講座」

など社会教育始動。６985 年「能代文化学院」と協同、より広い

市民的活動を展開。６998 年地域住民多数の協力・参加を得て「秋

田しらかみ看護学院」を創設。現在、学校法人「のしろ文化学園」

理事長。看護学院において看護師養成、文化学院において介護員

養成を中心に無職者就業訓練・生活支援の働き、他に子育て支援

（認定こども園）、高齢者自立、自死予防対策、非戦平和の課題に

取り組む。

ＵCUで学んだ開拓者精神、そして自由な

発想は、外交官の夫と共にアメリカやマレ

ーシアで国際交流に携わる中で大きな力に

なりました。同窓生の輪の中で、ピースベ

ル奨学金への参加などを通して、今はＵCU

をさらに身近に感じています。今後も、ア

メリカからの献金と祈りによって創設され

たこの大学の更なる発展を支えてゆき、先

輩としても、後輩たちの参考になるような

経験談を語る機会を大切にしたいと思いま

す。

栗山 昌子
KURIYAMA, Masako （3）

59 年人文・社会科学科卒

駐マレーシア大使、駐米大使の夫と共にクアラルンプール、ワシ

ントンに在住。日本文化の紹介を通しての国際親善、特に子供た

ちの日本への関心を高めることに務めた。マレーシア国より日マ

友好に寄与したと KMN 勲章を受章。米国シェナンドー大学より

日米文化交流で名誉博士号を受ける。メリーランド大学が「日本

を学ぶ学生に与えるミミ・クリヤマ奨学基金」を設立。外務省夫

人のための会、帰国子女を考える会会長。アジア婦人友好会理事

長。東京家庭裁判所調停委員。厚生省専門委員会等の委員。現在

国立感染症研究所倫理委員、エイズ予防財団評議員。その他、国

際交流に関する講演、講義、テレビ出演、エッセイ執筆など。著

書「マレーシアの魅力」、共著「グローバルフロント東京」など。

７５６８年に引き続き、自分自身が学生だ

ったＵCUの教壇に立ち、学生に教えられる

ことは、非常に光栄です。自分もＵCU生だ

ったため、彼らの将来が何となくかいまみ

え、5年後、６５年後、こんな風に進んでく

れたらいいなと考えながら教えています。

現在の学生は授業に熱心ですが、学生から

の発言がより一層増え、コミュニケーショ

ンをとりながら授業を進められればと願っ

ています。　

宮川 繁
MIYAGAWA, Shigeru （19）

Ｃ5 年語学科卒

６9Ｃ5 年国際基督教大学語学科卒業。同年 8 月から ７ 年、調布市

のアメリカン の スクール の イン の ジャパン小学部で日本語講師を

務めた後　６9ＣＣ 年にアリゾナ州立大学言語学大学院に入学、

６98５ 年 Ｂ 月に博士課程を修了。同年 8 月にオハイオ州立大学で

日本語 の 言語学助教授となる。６98Ｃ 年に准教授になり、６988 年

から ６99６ 年まで学科長を務める。６99６ 年にマサチューセッツ

工科大学（MＵT）の言語学教授として着任。６995 年には、新し

く設立された高知県 の ジョン万次郎日本語 の 日本文化講座の教授

に任命される。言語学のほか、マルチメディア、オープン の エジュ

ケーションでも仕事をし、７５５9 年から、MＵT オープンコース・ウェ

ア の ファカルティーアドバイザー委員長を務めている。７５６８２６９

には ＵCU 献学 Ｂ５ 周年記念教授として春学期にて教壇に立つ。

私のDAY受賞は、ST（言語聴覚士）と

いう仕事に対する励ましの意味が含まれて

いると感じます。ＵCU同窓生にも約８５人

のSTがいて、さまざまな領域で活躍して

います。私にとってＵCU時代は、キリスト

教信仰、尊敬する先生や友人、一生の仕事

に出会った大切な時間です。在学生に対し

て、あらゆることに興味を持ち熱心に勉強

してくださいというメッセージを送ります。

きっと何か見つかるはずですから。

関 啓子
SEKI, Keiko （19）

ＣＢ 年語学科卒

言語聴覚士。医学博士。東京銀行を経て ６98７ 年国立障害者リハ

ビリテーションセンター学院卒業。東京都神経科学総合研究所他

を経て ６999 年神戸大学医学部助教授（神経心理学）。７５５７ 年同

教授。７５５8 年大学院保健学研究科教授。７５５9 年脳梗塞発症。

６５ ヶ月後に現職復帰。７５６６ 年同大退職。現在同大客員教授。

７５６８年著書出版。三鷹高次脳機能障害研究所。人間情報学会理事、

日本高次脳機能障害学会評議員、日本神経心理学会評議員、日本

脳損傷者ケアリングコミュニティ学会、日本リハビリテーション

医学会、日本言語聴覚士学会に所属。

Ｂ８ 年自然科学科卒

本田技研工業㈱にて、海外販売室・営業業務室・Neく Ｔonda 

Plan 事務局・流通研究グループ・販売調査室・営業所・外国部

等を経て、8７ 年 ９ 月に退社。8７ 年 5 月、運送サービス㈱取締役

に就任、9６ 年社長に就任し現在に至る。同窓会では、ＢＣ 年に評

議員・理事に就任し、Ｂ9 年から 9５ 年迄組織担当副会長、9５ 年

から 9９ 年迄広報担当副会長、9９ 年から 98 年の ９ 年間第 ６８ 代

会長を勤める。その他 98 年に「同窓会館」建設委員長を、又 99

年に「5５ 周年記念募金委員会」（松本吉見委員長）委員を勤め、

現在は評議員。大学法人には、Ｃ5 年から現在迄、評議員を勤め、

9５ 年から ５８ 年迄理事に就任。その間 98 年から ５７ 年に「財政

問題検討委員会」（委員長：西田一郎財務副学長）委員。６６ 年に

「献学 Ｂ５ 周年記念募金委員会」アドバイザーに就任。

Ｂ９ 年人文科学科卒

６9９５ 年、東京生まれ。国際基督教大学教養学部人文科学科卒業。

岩波映画・企画演出部を経て ６9Ｃ５ 年以降、英米文学翻訳に専念。

「ビートルズ」ジュリアス・ファスト、「パイド・パイパー」ネヴィ

ル・シュート、「怒りの山」ハモンド・イネス、「オイル・クラッ

シュ」ポール・アードマン、「Ｅ．Ｔ ３」ウィリアム・コッツウィ

ンクル、「黒後家蜘蛛の会」アイザック・アシモフ、「バードは生

きている」ロス・ラッセル、「ヘンリー・ライクロフトの私記」ジョー

ジ・ギッシングほか多数。近著にエッセイ集「翻訳万華鏡」があ

る。
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会長挨拶

本年４月の就任以来、新役員・事務局の皆さ

んと新しい期のスタートアップに励んで参りま

した。その間ＵCUを愛してやまぬ諸先輩が残し

て下さった、有形無形の財産のありがたみを感

じております。また永渕前会長を始め、前期の

役員の皆様に、これまでのご奉仕に対して心か

ら御礼申し上げます。

私は、８６年前に当時の社会科学科（SS）を

卒業し、以来邦銀から米銀へと一貫して金融畑

を歩んできました。長らく海外勤務などがあり、

同窓会活動に関わる機会はあまりありませんで

した。４年前にふとしたきっかけで理事を仰せ

つかり同窓会に関わるようになり、今般会長職

を拝命した次第です。

 振り返ればＵCUを卒業して以来、業界再編や

金融危機など厳しい時期もあり、その間迷った

ことも苦しい時も少なからずありましたが、曲

がりなりにもここまでやってこれましたのは、

家族の支えとＵCUで得た賜物のお陰だとつくづ

く思っています。またこの４年間同窓会活動

を通じて、多くの国内外の支部の皆さんを訪

ね、同窓生のみならず在学生の皆さんとのイベ

ントにも参加しました。この間、一期生から在

学生まで素晴らしい方々との新鮮な出会いがあ

り、大いに元気を頂きました。この感謝と喜び

を、多くの同窓生の皆さんと分かち合いたいと

思います。

同窓会は、同窓生同士の親睦を深める場であ

ると同時に、母校をサポートし、後輩である在

校生を応援する組織です。ＵCUで得た賜物を次

世代に伝える、そんな役割があると思っていま

す。私は、今期の同窓会活動を通じて、同窓会

をより存在感のある、より求心力のあるものに

できればと思っています。

さる７５６９年5月６Ｃ日に役員全大会を開催さ

せていただき、多くの新任役員の方々とお会い

することができました。

その際に、私から今期の施策として三つ挙げ

させて頂き、ご協力をお願い致しました。

１．同窓生が集まる場、嬉しいと思えるサービ

スの提供を、もっともっと企画してゆきたい。

２．大学にもう一歩踏み込んだ協力を行いたい。

まずは桜募金活動への協力、更に同窓生の持つ

ネットワーク・ノウハウを活用したサポートを、

同窓会チャンネルを活用して行ってゆきたい。

３．基本的な情報インフラを整備する必要を痛

感、ＵT部会を新設。知見のある方々の協力を得

たい。

今期の同窓会は、従来からの大学部、事業部、

組織部、募金部、学生部、広報部、財務部、総

務部の８つ部会に新たに設けたＵT部会を加えた、

9つの部会で活動を展開してゆきます。すでに

各部会の責任者となる９名の副会長さんの元、

理事・評議員からなる部会が組成され、順次活

動を始めています。

百聞は一見に如かず。同窓生の皆さんには、

ご関心のある活動、興味を持たれたイベントか

ら、まずはご参加いただければと思います。皆

さんとご一緒に母校を盛り立ててゆきましょう。

文＝岡田庄生（本誌）

ICU同窓会　
新会長・副会長の紹介
2014年4月より、ICU同窓会は新しい会長・副会長を迎え、新体制となった。任期は1期2年間。

木越純新会長の挨拶文と、9名の副会長による各部の紹介を掲載する。

写真左から伊藤 航、宮武 久佳、内村 昌幸、岡上 啓太、長谷川 攝、木越　純、富岡 徹郎、池田 伸壹、櫻井 淳二、岡田 庄生

総務部はＵCU同窓会の潤滑油として、理事会と

事務局・各部会と事務局との連携強化に努め同

窓会活動が円滑に運営されるよう貢献します。

【今年度の重点課題】

１．理事会・各部門と事務局との連携強化に努

める。

２．事務局業務が抱える課題の解決を行う。

３．「桜祭り」（総会）開催に向けての準備を行

う。

櫻井 淳二（28期／ID84）

総務部担当副会長

事業部は、グッズ作成・サービス提供・イベン

ト開催などを通して同窓会活動を活性化します。

６３ 同窓生の “Fきn(楽しさ)” を生みだす、創造

力のあるグッズ作成やサービス提供。

７３ ＵCUのブランド、ＵCU Loぎeを高める商品の

開発と販売

８３ 同窓生が集まれる、都心の同窓生のお店発

掘とイベント開催（組織部と連携）

富岡 徹郎（26期／ID82）

事業部担当副会長

今期も「群れよう、集おう、繋がろう!! きっか

け作りの組織部です」をスローガンに活動しま

す。

「群れないのがＵCU卒業生」ではありますが、

組織部は世界中に広がる同窓生と学生、教職員

と教期やセクション、職域、地域、サークルや

部活、寮など、一 人一人の卒業生が在学中か

ら現在までの子育てに忙しい、仕事が忙しいな

ど、様々な理由でこれまで同窓会活動とは距

離のあった方々に、日本中、世界中の方々 と、

ＵTやネットの力も借りて、もっとつながりたい。

池田 伸壹（32期／ID88）

組織部担当副会長

【ミッション】

６３ 適正かつ透明性の高い支出管理、終身会費

を中心とした収入源の多様化を推進する。

７３ 湯浅細木奨学金の適切な貸与管理・候補学

生との面談。

【今年度重点課題】

６３ 同窓会基金の運用方針を見直し、内規を整

備して時代に沿った運用を行っていきたい。

７３ 収入源の多様化を推進するため、各部との

連携を積極的に図りたい。

岡上 啓太（52期／ID08）

財務部担当副会長

大学の募金活動に協力する際の同窓会の窓口で

す。多くの同窓生から募金して頂くことで、大

学がＵCUらしく存在・進化していくお手伝いを

します。

６３ 桜募金など、ＵCU献学Ｂ５周年記念事業への

募金を広く呼びかけるネットワークを構築する。

７３ 募金の使われ方について大学から情報を得

て、フィードバックをする。

献学Ｂ５周年を迎えたＵCUはいろんな面で募金

を必要としています。ご協力どうぞよろしくお

願いします。

長谷川 攝（24期／ID80）

募金部担当副会長

ＵCU同窓会は入学から卒業〜墓場までＵCU生の

理想の人生をサポートするための“人脈ライブ

ラリー”。学生部は、その人脈の“金脈”とな

る在学生を発掘し、在学生に対して活躍する機

会と場を提供します!

【今年度重点課題】

６３ 潜在的な学生のニーズを捉えた、学生を巻

き込んだイベントの企画・充実(ドリコン等)。

７３ 就職活動の解禁時期変更に応じた進路・就

職支援活動の改善。

８３ 在学生を“広告塔”とした、同窓生・高校

生・社会に対するＵCU魅力アップ活動の支援。

伊藤 航（49期／ID05）

学生部担当副会長

【ミッション】

６３ 同窓会が大学と意見交換する際の同窓会の

窓口です。より良い「大学との対話」を実現し

たいと考えています。

７３ DAY賞選考

【今年度重点課題】

６３ ＵCUの現状を知り、日本の大学「業界」を研

究し、同窓生として「あるべきＵCU像」を模索

したい。具体的には、ＵCUの志願者増のための

ヒントを探りたい。

７３ AA会(同窓会と大学の意見交換会)をさらに

実のあるものに。

８３ DAY賞のあり方を「大学部として」見直し

たい。

宮武 久佳（大学院1983卒）

大学部担当副会長

ＵCUと同窓生の縁結び。卒業したら徐々に縁遠

くなるＵCUですが、同窓生が頑張っている姿

や、楽しく暮らしている姿をお伝えすることで、

ＵCUに少しでも興味を持ってもらえれば、と思

います。

年７回発行の広報誌「アラムナイニュース」では、

ＵCUの新たな一面を発見するような斬新な切り

口で、読み応えのある記事を作ります。Web

サイトやFacebookページ等では、同窓生が関

係する旬の情報をタイムリーに発信しつつ、会

話が生まれるようなきっかけ作りをしていきま

す。

岡田 庄生（47期／ID03）

広報部担当副会長

情報技術を活用した会員向けサービスの充実と

同窓会業務の最適化をはかります。

６３ 会員コミュニケーションサービスの充実(イ

ベント中継、リモート会議、ＵTサービスの活用)。

７３ 大学との情報連携の緊密化・効率化。

８３ 事務局OA環境の充実・安全性向上。

内村 昌幸（33期／ID89）

IT部担当副会長

18代国際基督教大学同窓会会長

木越 純（27期／ID83）
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文・写真=樺島榮一郎（本誌）

役員全体会、
アメリカ公使公邸にて開催さる
公使は大使に次ぐ、アメリカ大使館ナンバー2のポジションだ。

公使とICUとの意外な結びつきから、意外な場所で役員全体会が開かれた。

左／公邸外観。こいのぼりは日

本的なものとして、時期に関係

なく飾られているようだ。右上

／開始前の庭での歓談。右下／

記念品のＵCUソングのオルゴー

ルを持つ丸本さんとトン公使、

木越会長。

ＵCUとの関わりは祖父の代からです。

祖父はミッショナリーで、フィリピン

や台湾で伝道を行いましたが、Unぁがed 

Chきおch Boaおd foお Woおld Mぁかかぁonか

のニューヨーク本部で働いていたとき、

ＵCU設立に携わったのです。

そのつながりがあったので、大学で

体育を教えていた父が６98６年のサバテ

ィカルの滞在先としてＵCUを選びました。

その時、私も一緒にＵCUに来たのです。

高校を卒業したばかりの６8歳で、当時

はギャップ・イヤーという言葉がありま

せんでしたが、9月から翌年のＢ月まで

ＵCUキャンパスですごしました。その後、

父は、６99Ｂ年まで、９１5回、ＵCUに来て

教えていました。

私は、午前中は日本語の授業に出て、

午後はスティール先生の日本の歴史の授

業や、中国の歴史の授業にでていました。

そのあとは、サッカー部とＵSLで活動し

ました。学籍はなかったのですが、いい

時代でした。

この時がはじめての海外で、当時は日

本のなかでＵCUがどんなに特殊な場所か

ということを知りませんでしたし、ソフ

トエントリーでしたね。友達も多くでき

ました。フジテレビ報道局の局長をさ

れている二関吉郎（７Ｂ ＵD8７）さんとは、

８年前、仕事で再会しました。日米学生

会議の日本側の委員長だった福谷尚久

（７9 ＵD85）さんとは、D館にバックパ

ック売りますという掲示を出したら、買

いたいと言ってきたのが最初です。彼は

厳しく交渉してきましたよ（笑）。わた

しはオハイオから来たのですが、彼はそ

のバックを持ってオハイオに行ったのも

不思議な巡り合わせでしたね。

ＵCUに来て、人生が変わりました。高

校までは生物が好きで、生物を勉強し

て研究者になろうと思っていましたが、

ＵCUの体験から国際的なことや政治や経

済に関心が向くようになりました。帰国

後に進学したプリンストン大学では、政

治・経済の勉強をしましたし、日本語の

勉強も続け、中国語も始めました。卒業

後は、台湾に６年留学して、ボストン・

コンサルティング・グループの東京事務

所に入りました。その後、国務省に入

り、フィリピン、ワシントン、東京、北

京、ソウル、ワシントンを経て、現在の

東京にいたります。妻とは、日米学生会

議で知り合って、フィリピンにいる時に

結婚しました（同窓会ホームページ「今

を輝く同窓生」に詳しい記述あり）。今

回、すこしは恩返しできて良かったかな

と思っています。

トン公使に聞く、ICUとの結びつき

役員全体会は、会長、副会長、理事、評

議員の改選に伴い、任期７年のキックオフ

を確認して意識を高めるとともに、理事

および評議員の9つの部への所属を決める

ために行われるものである。今回は、ＵCU

と 縁 の 深 い カ ー ト・W・ ト ン（Kきおが W３ 

Tong）アメリカ首席公使（当時）と丸本

美加さん（G６98Ｃ）ご夫妻のご厚意により、

麻布にある公使公邸で、７５６９年5月６Ｃ日

（土）の６8時８５分より開催された。

公邸は、６9８Ｂ年にブリジストンの創業

者、石橋正二郎の邸宅として建てられた、

インターナショナル・スタイルのなかなか

趣ある建物だ。庭も素晴らしく、全体会

の開始まで、心地よい春の夕暮れのなか

で談笑する参加者の姿が見られた。その

後、元NＴKアナウンサーの伊藤航さん（９9 

ＵD５5）の司会で、会がスタート。

まず、トン公使と丸本さんの挨拶があり、

トン公使の「One Yeaお Ｕおおegきlaお」として

のＵCUとの関わりが語られた（カコミ記事

参照）。そして、木越会長より感謝の記念

品の贈呈が行われた。続いて、日比谷学長、

北城理事長、木越新会長よりあいさつがあ

った。

次に、新設されたＵT部も含めて9つの部

の担当副会長が、部の業務の紹介と部員の

勧誘を、短いながらも熱意をもって語った。

その後は、立食パーティとなり、部への

リクルートを行ったり、楽しげに談笑する

光景があちこちで見られた。途中、丸本夫

人の案内により東京タワーが望める屋上へ

のツアーもあり、参加者は、素晴らしくも

有意義な春の夜を過ごした。このような機

会を作ってくださった、ご夫妻にあらため

て感謝申し上げたい。後日、理事、評議員

は、自身の希望に基づき所属の部を決定し

た。今後の各部の活動が期待されるところ

である。
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OCW成功のカギは、　　　　　

大学のミッションとの一致

日 比 谷： 本 学 で は、７５６８年９月６日 に

OCWを公開しましたが、その公開日に、

MＵTにおけるOCW提唱者のお一人で、本

学の同窓生でもある宮川先生を献学Ｂ５周

年記念教授としてお迎えできたことを、嬉

しく思っています。宮川先生には、本学の

OCW顧問も引き受けていただいています

が、先生は本学のOCWの現状について、

どのように見ていらっしゃいますか。

宮川：OCWが、母校にも導入されたこと

を嬉しく思っています。公開から６年が過

ぎ、現在約5５科目、その他の特別講義な

どを含めると６５５を超えるコンテンツが閲

覧可能となっているのは、本当に素晴らし

い。歴史の授業もあれば、音楽、数学、サ

イエンスもあり、リベラルアーツ・カレッ

ジであるＵCUの多様性が表れていると思っ

ています。

日比谷：最近では、多くの日本の大学も、

OCWやMOOCか（Maかかぁぎe Open Onlぁne 

Coきおかeか：ムークス）などに取り組んでい

ますが、先生から見て本学のOCWの特長

はどのような点でしょうか。

宮川：最近は、edXやCoきおかeおaなど、MOOCか

で 修 了 証 を 発 行 す る 多 く の Onlぁne 

Edきcaがぁonが運営されています。これは一

つの流れですが、このような修了証を発行

するものとOCWでは、公開できるコース

数に違いがあります。複数の大学が素晴ら

しいコースをMOOCかで提供しています

が、膨大な労力が必要となり、提供できる

コース数は、多くても一桁ではないでしょ

うか。一方、OCWは大学で開講している

全てのコースを公開することも可能で、

MＵTでは全７５５５コースを既に公開してお

り、OCWを見れば、どんな大学であるの

か、特長や全体像を掴むことも可能です。

　ＵCUはリベラルアーツ・カレッジである

ことが特長で、それは日本の中だけではな

く世界の中でも非常に大きな特長です。少

人制かつ教育熱心な教員の姿、リベラルア

ーツならではの、多様な視点をうまく捉え

たOCWであることがＵCUの違いであり、

目指す方向だと思っています。

　また、OCWが成功している世界の大学

には、ある共通点があります。それは大学

のミッションとOCWの目的が一致してい

ることです。MＵTのミッションは、「新し

い知識を作る、保存する、共有する」です。

そして、その新しい知識を世界の大きな問

題に当てはめています。今までは、このミ

ッションを基礎研究を通して実現してきま

したが、今ではOCWでも実現しています。

一方、ＵCUにもOCWに適したミッション

があります。入学式で新入生一人ひとりが

世界人権宣言に則った学生生活を送るとい

う「学生宣誓」に署名しますが、世界人権

宣言の第７Ｂ条にある「すべての人は教育

を受ける権利を有する」は、まさにOCW

の理念そのものです。ですから、ＵCUのミ

ッションをOCWを通して表現できれば、

必ず成功すると思います。

日比谷：OCWが教育の改善に果たす役割

についてはどのようにお考えですか。

宮川：MＵTの例ですが、5５５コースを公開

した頃に、教員にOCWの利用実態を尋ね

たところ、約８割から「見ている」との回

答を得ました。特に顕著だったのは、他の

教員の授業を見ていることでした。これは

非常に画期的な事です。普段、教員は他の

教員の授業を見る機会が少なく、自身の教

育モデルは、自分が学んだ教員になりがち

です。しかし、OCWによって、他の教員

を参考に、自身の教え方を改善することも

可能になったのです。

日比谷：他の先生の授業を見学するのはス

ケジュール等の都合により時間が合わず難

しいという現実がありますが、OCWであ

れば時間の許すときに見ることができま

す。またこれは、学生にとっても同じで、

復習や次学期の履修を考える際の参考にで

き、さまざまな活用が可能となります。

宮川：そのとおりです。MＵTの電子工学の

授業では、OCWを利用し、反転授業が導

入された例もあります。レクチャー部分を

事前に公開し、教室では少人数のインタラ

クションを重視して、ディスカッションを

中心に進める。まさに教育の改善にOCW

が貢献した例です。以前、MＵTで学生と教

員に「教育で何を重視しているのか」を問

うアンケートを実施したことがあります。

回答は「チームワーク」で、このチームワ

ークを養うには、学生同士のインタラクシ

ョンが必要不可欠です。OCWを通した反

転授業がより多く導入されれば、ますます

教育の質が向上するはずです。

今後のOCWの可能性

宮川：最近、“Open Edきcaがぁon”という言

葉をよく聞きますが、自学の学生を教育す

るだけでなく、使用している教材で、世界

中の誰もが学べるようにする、これは全て

大学のページ

From the University 
President’s Message

の大学が有すべき一つのミッションだと思

います。MOOCｓの例ですが、７５６７年に

MＵTの電子工学・電子回路のコースを公開

したところ、６Ｂ万人の人たちが登録し、

そのうち７万人が修了して、８5５人程が満

点を取得しました。その一人がモンゴルの

６Ｂ歳の青年で、昨年の秋に入学し、今は

MＵTの１年生です。

日比谷：日本の新聞にも取り上げられてい

ました。ウランバートルで、MOOCｓを

通して一生懸命に電子工学を学び、満点を

取り、周囲の勧めもあってMＵTに入学した

そうですが、MOOCかがなければ、彼は

MＵTに入学しなかったのではないでしょう

か？

宮川：そう思います。MＵTは非常に素晴ら

しい機会を得ることができました。

日比谷：私もその通りだと思います。この

例のように、考えもしなかった結びつきで、

非常に優れた人が入学することは、大学に

とって非常に価値ある事です。本学でも、

我々の魅力を表現する科目群をバランス良

く公開し、未来の学生との素晴らしい機会

に巡り会えるとよいとも思っています。

宮川：OCWの立ち上げ初期に、「OCWが

成功したと判断ができるときはどのような

時か」と、よく尋ねられ、「自然と授業が

公開されるようになることではないか」と、

回答しましたが、ＵCUはまさにこの状態に

近付いていると思います。

複数の分野を学ぶ中で、物事を学ぶ姿勢や

多角的な視点を身に付ける、これがまさに

リベラルアーツです。この特長をうまく捉

えて、OCWで表現すれば、自ずとそのよ

うな素晴らしい機会にも巡り会えると思い

ます。

2013年4月1日、本学はウェブ上でシラバス、授業のビデオなど、実際のコースを無償で公開する画期的な取り組み、

ICU OpenCourseWare（OCW）を開設しました。それから1年が経過し、現在では100を超えるコンテンツが公開されています。

今回は、本学OCWの今後の展望について、OＣＷの提唱者であり、マルチメディア教育の第一人者である

宮川繁教授（ICU献学60周年記念教授、マサチューセッツ工科大学（MIT）言語学教授、CLA19、ID75）と日比谷潤子学長の対談をお届けします。
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Rights, whose Article 26 is “Everyone 

has the right to education.” This is 

just what OCW was designed for. 

Therefore ICU’s OCW will succeed 

if it can express its mission through 

OCW.

Hibiya：How wil l  OCW improve 

education?

Miyagawa：At MIT, we asked faculty 

if they made use of OCW when we got 

to offering about 500 courses online. 

Approximately 80% said they were 

making use of the OCW, especially by 

watching other faculty’s courses. This 

is a landmark in education. Before 

OCW, your teaching model tended 

to be based on how you were taught 

as a student. Now anyone can look 

at how other professors organize 

and teach classes on the web, which 

allows you to improve the way you 

teach.  

Hibiya：With OCW, you can watch 

other professors teach in your free 

time. Students also can use it to 

review classwork or as reference 

w h e n  t h e y  p l a n  t h e i r  c o u r s e 

schedules for the next term. They can 

use it in a variety of ways. 

Miyagawa：That’s right. At MIT, an 

electrical engineering course uses 

OCW for flipped teaching. Students 

watch lectures to prepare for classes 

online. In the classroom, the faculty 

emphasizes interpersonal interaction 

or discussion among students in small 

numbers. This is an example of how 

OCW contributed to improvement in 

education. At MIT, we did a survey 

on what students and faculty thought 

was important in education and the 

answer was teamwork. This can only 

be cultivated through interaction 

among students. If we adopt more 

f l ipped teaching with OCW, the 

quality of education will be enhanced 

further. 

Future Prospects for OCW

Miyagawa： R e c e n t l y,  “ O p e n 

Education” is a theme we often talk 

about. It is a mission for universities 

not only to teach their own students 

but also offer the course material 

online to people around the world. 

An example at MIT in 2012 was the 

MOOCs Circuits and Electronics 

course, for which one hundred sixty 

thousand people registered. Twenty 

thousand completed the course, 350 

with perfect scores. One of them was 

a 16-year-old student from Mongolia, 

who entered MIT last autumn and is 

now a freshman at the Institute. 

Hibiya：I read that in a Japanese 

newspaper. He studied electronics 

in Ulan Bator with MOOCs, scored 

a 100% and entered MIT, following 

advice from those around him. If it 

were not for MOOCs, he would not 

have entered MIT.  

Miyagawa：I believe so. MIT was 

blessed with a wonderful opportunity. 

Hibiya：

I  t h i n k  s o ,  t o o .  T h i s  e x a m p l e 

epitomizes the splendid outreach 

of OCW that connects excellent 

students with universities, creating a 

wonderful opportunity for universities 

to attract a diverse student body. We 

Success of the OCW will 

Depend on Consistency with 

the University's Mission 

Hibiya： It was a great honor to 

welcome MIT Professor Miyagawa 

to ICU as 60th Anniversary Professor 

on the day we launched OCW: April 

1, 2013. We also asked you to be 

an advisor to the OCW team at ICU. 

What is your opinion of the present 

state of OCW at ICU? 

Miyagawa：I am very happy that my 

alma mater has started offering OCW. 

A year has passed since the project 

started, and it is wonderful that the 

university offers approximately 50 

courses online. OCW content now 

exceeds 100 if you include special 

lectures. You have history, music, 

mathematics, and science, which 

shows the diversity of the courses in 

a liberal arts college. 

Hibiya：Recently, many Japanese 

universities are offering OCW and 

MOOCs（Massive Open Onl ine 

Courses） ,  but  how would you 

describe the OCW at ICU? 

M i y a g awa： R e c e n t l y ,  m a n y 

universities offer online education with 

MOOCs such through edX ,Coursera, 

and other organizations that offer 

formal certification on completion. 

Many universities offer good courses 

through MOOCs, but since it is labor 

intensive, they can only offer a few 

courses at most. On the other hand, 

with OCW, universities can offer all 

their courses. At MIT, virtually all 

of our 2000+ course materials are 

available online. By looking at OCW, 

you get a fairly good overview of the 

university and its strengths. 

The signature feature of ICU in 

Japan and the world is its liberal 

arts education. Its OCW reflects the 

devoted faculty teaching diverse 

courses in small classes. 

Universities with successful OCW 

have one thing in common: their 

mission and the objective of the 

OCW match. MIT is committed to 

“generating, disseminating, and 

preserving knowledge, and in working 

with others to bring this knowledge 

to bear on the world’s challenges.” 

This has been achieved through basic 

research, but now we also have OCW 

as a means to fulfill our mission. ICU 

has a mission that suits OCW. At 

the matriculation ceremony at ICU, 

students sign a pledge to honor 

the Universal Declaration of Human 

should be offering a well-balanced 

set of courses that opens windows 

for encounters with prospective 

students. 

Miyagawa：In the initial days of 

OCW, many people asked me when I 

would consider OCW to be a success. 

My answer was when courses were 

naturally being offered online. ICU is 

almost there.  

L ibera l  ar ts  educat ion enables 

students to cult ivate a learning 

a t t i tude  and  mu l t id imens iona l 

perspective by studying across 

academic fields. If ICU showcases its 

strength in the OCW, the university 

c a n  l o o k  f o r w a rd  t o  s p l e n d i d 

encounters with future students. 

On April 1, 2013, ICU launched OpenCourseWare (OCW), offering its syllabi and course videos on the web free of charge. 

A year after its inception, OCW content now exceeds 100. For this issue, President Junko Hibiya discussed the present 

and future of OCW with ICU 60th Anniversary Professor Shigeru Miyagawa, an ICU alumnus (CLA19,  ID75) and professor of linguistics at 

MIT. As a leading expert in multimedia education, he was one of the original faculty members to recommend the creation of OCW at MIT. 
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ＵD9８）、兼田純子さん（5８ ＵD５9） 、佐藤 峻さ

ん（5９ ＵD６５） の新入部員も８名参加し、７５５5

年の初回同窓会以来、日本人参加者が最多でし

た。久しぶりに日本の方が同席したため、会場

に日本語の会話が始終響き渡ったのが今回の特

徴です。

新入部員の自己紹介を始め、好評を博したカ

レー定食を楽しみながら、お互いに台湾の仕事

や暮らしぶり、ＵCUについての昔話等で７時間

ほど盛り上がりました。

同窓会の最後に、台南在住の黄　英甫さん

（G６9Ｃ８）ご夫婦がわざわざ台南からお持ち下

さった珍しい台南名物の凸餅（ポンピアン）を

参加者全員に配りました。凸餅の食べ方や経緯

に全員が興味深々に耳を傾けました。記念写真

の後、お互いが来年の再会を約束しながら別れ

ました。

ＵCUラグビー（現役とOB混成）が７月５〜

６日シンガポールに遠征、地元チームと対戦し

た。相手は名門シンガポール・クリケットクラ

ブ，フランス人２チーム、そしてシンガポー

ル・ジャパニーズの全部で四つ。南国の暑さの

中で善戦したものの結果はいまひとつだったが、

選手の同伴家族、応援に駆けつけてきた地元駐

在や出張中の同窓生を含めると５０人になり、

意気大いに上がった。海外遠征はグアム（７５５8，

７５６５）、バンコク（７５６７）に続き４回目。創部

５５年目の今年、また新しい歴史を刻んだ。一

行にはこの春入学したばかりの女子マネジャー

など若い人たちもいて、貴重な経験と思い出を

胸に帰国した。次の遠征候補地さがしがすでに

始まっている。

７５６９年９月７７日（火）に、銀座8丁目にある

ＵCU卒業生のギャラリー・カフェ・バー「Aおが 

foお Thoきghが」にて、第９回目となる丸ノ内ス

タイル、「キャリアウーマンに聞いてみる」を

開催致しました。

当日のゲストには8６年卒業の吉田美紀さん

を迎え、仕事やワークライフバランス、彼女の

エネルギーの源についてお話頂きました。

温かく、洗練されたお店の雰囲気も手伝って、

同窓生と吉田さんとの会話は講演後も続き、気

が付けば最終電車を気にする時間になっていま

鯨の骨格を展示した「鯨館」が素敵なレストラ

ンなりました。

上記の写真のように紅一点ならぬ黒四点が美

女に囲まれた楽しい懇親会でした。

７５６８年６６月６5日、ヨーロッパの小国ルク

センブルクにて初の同窓会が開かれました。き

っ か け は 同 じ 職 場 に 小 島Glodが 恵 子 さ ん

（ＵD95）、長田唯一さん（ＵD98）とポール静の

３名の同窓生がいることがわかり、まだ他にも

いらっしゃるのではと人づてに聞いてみると、

ご夫婦で同窓生の竹嶋　康晴さんと竹嶋千穂さ

ん（ＵD8Ｃ）を発見。これは一度集まる機会を持

たなければということになりました。当日は各

自イヤーブックなど在学中の思い出の品を持ち

寄り、話に花が咲き、気が付けば夜はすっかり

更けてしまっていました。

その後、新たに２名の同窓生が国内にいる情

報が入っており、ルクセンブルクの同窓生の輪

はますます広がりそうです。ルクセンブルクで

の集いにご興味のある方はぜひ同窓会事務局ま

でお問い合わせください。

北カリフォルニア支部ではサンマテオにて、

８月６5日（日）恒例、年２回の同窓会を開催し

ました。カラっと晴れた夏日和の中、メキシカ

ン料理でのランチ同窓会となりました。二期生

からUCBeおkeleけに留学中の現役ＵCU生まで、

広い年代の大人１８名、子ども３名が集まりま

した。

７５６９年度の台湾支部同窓会が８月６5日（土）

６６:８５２６８:８５台北市内のカレー専門店において

開催されました。 ６9Ｂ５年卒業から７５６５年卒

業までの幅広い世代の卒業生と家族を合わせて、

合計６７名が出席しました。

そ の う ち、 台 湾 在 住 の 鵜 飼　 啓 さ ん（８Ｃ 

原和彦さん（７６ ＵDＣＣ G６9Ｃ9）から「個人開業

から心理臨床実践を考える」というテーマで話

題提供があり、自分（という道具）を使う心理

臨床という仕事、専門家としての孤独とその社

会の中でのあり方について、長年の経験と共に

語られました。個人開業を軸にしながらも、心

理臨床家全体に通じる専門性のテーマに、参加

者それぞれが刺激され、それぞれの場における

自分の臨床をふり返る機会となり、活発なコメ

ントや質疑応答がかわされました。その後は、

医療、教育、大学、福祉、産業と、それぞれの

分野にわかれての交流が行われ、最後に今回初

参加のメンバーが次回の世話人となり、歴史の

つながりを感じる幕切れとなりました。

　年代が違い、性別が違い、ＵCU歴が違って

も、「ＵCUで学んだ」ということが色濃く表れ、

「ＵCU」と「心理臨床」という共通項だけで、

こんなにも居心地良く話せる空間がつくられる

のだ、ということを強く感じた時間でした。

　次回は、７５６5年７１８月頃にＵCUで開催の

予定です。心理領域で働いている卒業生・修了

生のみなさま、しばらくＵCUにご無沙汰してい

る方も、ぜひ来春の『ＵCU心理臨床家の集い』

にいらしてこの空間を体感してください。

（お問い合わせ：ＵCU心理臨床家の集い事務

局　ぁcきがかきdoぁ@けahoo３co３ あp ／ ５９７７２８８２

８Ｂ８７）

１月７5日（土）コペンハーゲン駅にほど近い

四川料理のレストランでデンマーク支部の新年

会を開きました。寒さの厳しい夜でしたが９人

が集まり、なかなか本格的な激辛油鍋（？）な

どをつつきながらの歓談となりました。

さまざまな分野で活躍されている先輩方との、

刺激的で楽しいひとときでした。

陽が照ればけっこう暑いのですが曇ると肌寒

いぐらいな涼しい日々が続いています。

学生や教職の方には学年末考査もほぼ終わり

長い夏のバカンスの前でもあるＢ月７9日（日）

のお昼に６９名が集まりました。

ここは６Ｃ世紀の王立植物園をもとに古い歴

史とともに自然史博物館・大温室・動物園など

が加えられたパリのカルチエラタン地域の憩い

と思索の場所です。そのなかにかつては大きな

昨年６５月７９日昼、「７期生会」を新宿のレス

トランで開催しました。出席者は７8名。全員

Aおoきnd 8５ですが、写真でご覧のとおり、ま

だまだ元気に活躍しておられます。全員から頂

いたスピーチもそれぞれ大変面白く、とても楽

しいひと時となりました。

今年は入学Ｂ５周年に当ります。６５月７８日

（木）に予定する次回会合の盛会を期して散会

しました。

ＵCU祭の開催と、ＵCU献学Ｂ５周年に合わせ、

６５月下旬に「ＵCUのアートなOB紹介」（hががp:４４

がempoおaおけ２ぁcきaおが３あぁmdo３com あるいは、ア

ートなOB、でご検索ください）を更新します。

掲載予定の特集は「湯浅八郎と ＵCU展」（大

学歴史資料室と、湯浅八郎記念館共催）」です。

さらに６５月特集とその次の６７月特集に載せる、

湯浅八郎氏の思い出（時期を問わず）と創立初

期のＵCUのこと（６95５年代）、そして激動期の

ＵCUに関する記憶（６9Ｂ５年代）など、を募集

中です。７５５から９５５字程度で、同サイトの連

絡先にお寄せください。本欄読者あるいはその

御友人の方などからのご投稿をお待ちしていま

す。

７５６９年７月６Ｂ日（日）、アラムナイハウスに

て『第７５回ＵCU心理臨床家の集い』が開催され

ました。ＵCUの卒業生・修了生で、心理臨床に

携わっているメンバーの相互研鑽と親睦をはか

るネットワークとして、毎年『集い』の場を持

っています。

　今回は、前々日の大雪のため一面の雪景色

となったキャンパス内に、卒業年次６959年か

ら、院在籍（開催時）まで幅広く８８名もが集ま

りました。今回の『集い』の特徴としては、世

話人の苫米地憲昭さん（G６9Ｃ７）の熱意ある声

かけに応じ、６８名もの新会員が参加したこと、

それにより卒業年次の新しいメンバーが多く加

わり『集い』に新たな交流が生まれ、新しい風

が吹き抜けたことといえるでしょう。

　久しぶりに会う仲間との、おいしいフレン

チと手作りケーキを立食しながらの歓談後、栗

アラムナイハウスから

From The 
Alumni House

文：ヘレンハルメ美穂（９８　ＵD99）

デンマーク支部会報告

文：村田広平（７９  ＵD8５）

「ICUのアートなOB紹介」からの

お知らせと証言募集

文：共同幹事および準備委員一同

ICU同窓会パリ支部

2014 年初夏の懇親会の報告

文：松本吉見（７）

２期会報告

文：石田絵里（G７５５Ｃ）

第20回

ICU心理臨床家の集い報告

文：石塚雅彦（７）

ICUラグビー、シンガポールに遠征

文：山脇真波（5５　ＵD５Ｂ）

丸ノ内スタイル「キャリアウーマンに

聞いてみる」の開催報告 

文：Mぁchael　Gきo（G６989）

台湾支部会報告

文：ポール静（９７　ＵD98）

第１回ルクセンブルクの集い

文：　藤田春菜（９Ｃ　ＵD５８）

北カリフォルニア支部会報告
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事務局からのお知らせ

★ 広告募集 !

本誌では広告を募集しています。フルサ

イズ Ｂ 万円、ハーフサイズ ８ 万円で承っ

ております。ご興味のある方は、詳細を

事務局までお問合せください

★ 原稿をお寄せください !

期会、リユニオン等の案内・報告をお寄

せください。本誌およびホームページに

掲載いたします。

★ ＵCU 同窓会とは関係のない名簿業者

にご注意ください！

「人事新報社」という業者から名簿の申込

みの往復はがきが郵送されているようで

すが、この業者は ＵCU とも ＵCU 同窓会と

も一切関係がございません。個人情報の

流出にはくれぐれもご注意ください。

★ 同窓会名簿について

同窓会名簿は７５５Ｂ年に発行されたもの

が最後となります。まだ在庫がございま

すので、購入をご希望の方は事務局まで

お問合せください。

★住所変更について

住所・勤務先・氏名の変更の際はメール

（aaoice@ぁcきalきmnぁ３com）ま た はFAX

（５９７７２８８２８８７５）で、ご一報ください。

地方・海外にご転勤の際には支部をご紹

介いたします。同窓会事務局までお問合

せください。携帯の方はこちらからどうぞ：

★ ご協力をお願いします。

大学の宣伝＝大学への支援という考え方

から、同窓生の著作、雑誌インタビュー

などには、略歴欄に「国際基督教大学卒

業」とお入れいただけますよう、お願い

申し上げます。

★ 四季が綺麗な ＵCU キャンパス。足を

運ばれた際にはアラムナイハウスへお気

軽にお立ち寄りください。

６５５円にてコーヒー・紅茶をお出しして

おります。なおラウンジ使用中にはご要

望に沿えない場合がございます。

池田　英人（８5  ＵD9６）

深見　淳（９８　ＵD99）

森田　雄太（5７　ＵD５8）

古川　真宏（5８　ＵD５9）

動静をご存知の方は事務局までご一報ください。

MISSING たずね人

山田　礼子　名誉会員

貴重な御寄付を賜り、誠にありがとうございました。

寄付者御芳名

訃報　Obituary

中島　省吾　名誉教授

橋本　哲一　元教授

平塚　保之（６）

岩崎　勉（６）

岩倉　みどり（８）

小川　寿子（Ｂ）

Wぁnanか Maおぁon（Ｂ）

佐藤　政人（Ｃ）

佐藤　宏秀（9）

中村　克孝（６６）

和田　史朗（６８）

佐賀　哲男（６5）

浜野　保樹（６9）

小出　幹人（７８ ＵDＣ9）

宮副　雄一（９８ ＵD99）

須賀川　君恵（5６ ＵD５Ｃ）

心よりお悔やみ申し上げます。

前号の、小林栄智名誉教授のお名前に誤りがござ

いました。お詫びして訂正いたします。

■大学・同窓会に関する情報が

満載です。ぜひ一度ご覧ください。

同窓会ホームページ　

hががp:４４くくく３ぁcきalきmnぁ３com４

大学ホームページ　hががp:４４くくく３ぁcき３ac３あp４

JＵCUF ホームページ　hががp:４４くくく３あぁcきf３oおg４

■ ＵCU 同窓会事務局

〒 ６8６２8585　東京都三鷹市大沢 ８２６５２７

TEL&FAX : ５９７７２８８２８８７５

Emaぁl : aaoice@ぁcきalきmnぁ３com

■ 同窓会広報部（ALUMNＵ NEWS 編集部）

Emaぁl : kohoき@ぁcきalきmnぁ３com

６５月７5日（土）、７Ｂ日（日）に予定されてい

るＵCU祭において、美術部OB会支部は学生の

大学公認クラブ、アートプロジェクトと合同で

文：同窓会美術部ＯＢ会支部長　岩田岳久（７６　ＵDＣＣ）

同窓会美術部OB会支部が

ICU祭にて学生との合同展開催

　「ＵCU生らしさ…」それは、学生が何か

に対してのpaかかぁonを持ち、各個人の理想

像や将来に向かって突き進んでいく様子に

あるのではないだろうか。国際的に認めら

れる銀行マンになりたいと豪語する学生か

ら、”割とガチめなDJ”になりたいと密か

に思いを明かす学生まで、夢は様々だが、

ほぼ全員と言っていいほど、自分の未来を

見据えたうえで現在の活動に取り組んでい

るように感じる。そんなＵCU生らしさを、

夢を追い掛ける若々しさと勢いを大切にし

たいという思いから今年のＵCU祭のテーマ

は「夢限」に決まった。"夢は無限に続く"

というコンセプトから生まれたテーマであ

り、計６候補の中から学生に選出された、

"学生に最も訴えかけた"フレーズだ。夢の

中の限りない可能性を追いかける、ＵCU生

たちの「今」を、是非ご覧いただきたい。

■ 開催日時：

７５６７年６５月７5日（土）、７Ｂ日（日）

６５:５５２６Ｃ:５５

ICU祭のご案内

ICU Festival 2014

文：ＩＣＵ祭実行委員会　斉藤萌栄（ＵD６Ｃ）

した。本イベントで出来た同窓生の繋がり

が、これからも発展し続けることを期待し

てやみません。

今後も丸ノ内スタイルは、ＵCUの皆様に

ワクワクする繋がりの場を提供していきた

いと思います。

第７回ＯＢ・学生合同展示会を開催します。今

回は、同展示会が「ＵCU献学Ｂ５周年記念事業」

に認定されましたので、同事業のテーマである

（OBと学生の）Dぁalogきe（対話）をアート作

品を通じて実現したいと思います。

前回は７年前に隔年の企画として、掲載の写

真の通り本館７階の階段をあがったスペースで

実施しましたが、今回も同じ場所でさらに作品

点数を増やして開催する予定ですので、ぜひと

も多くのOBの方に大学を訪れて学生と一緒に

作品を見ていただきますようお願いいたします。【限定発売】

ICUロゴ入り泉屋クッキー　

【リユニオン・パーティー】

６８:５５ 〜６5:５５＠食堂（ダイアローグハウス内）

なお、前後して

【プレ・イベント】　６６:５５ 〜 ６７：９5　

①キャンパスツアー　②講義『ＵCU…この８５年

そして未来』（bけ大西直樹先生）　③日本民俗

舞踊ワークショップ（bけ近藤洋子先生）など

【７次会】

６5:８５ 〜 ６Ｃ:８５＠アラムナイハウスも予定して

いますので希望者は自由に参加してください。

■対象：ＵD8９と前後８年位の卒業生とその家族

■会費：Ｂ１５５５円（当日）中学生以下無料　

■お問い合わせ：8９ぁcきおeきnぁon@gmaぁl３com へ

（同窓会ＴPにも本件について掲載中です）

文：櫻井淳二（７8 ＵD8９）

ID84卒業30周年リユニオン

2014年11月8日（土）

＠ICUキャンパス

 敬虔なクリスチャンであった泉夫妻が６9７５

年代にアメリカ人宣教師夫人よりクッキーの作

り方を教わり“日本で初めてのクッキー”「泉

屋クッキー」が誕生しました。

泉屋創業以来のオリジナルレシピによる正統

派クッキーにＵCUロゴを刻印した「ＵCUロゴ

入り泉屋クッキー」が６５月７5日、７Ｂ日の

ＵCU祭にて、新同窓会グッズとしてお目見えし

ます。アラムナイラウンジなどで販売しており

ます。お土産にもお勧めです。

_Goods

お問い合わせ・資料のご請求は

0120-988-494
平日9：00～17：00（土・日・祝日および
12/31～1/3はご利用いただけません）

お問い合わせの際は「アラムナイニュースを見た」とお伝えください。

孫への想い受付時間

お孫さまへの『想い』を形にしませんか？

教育資金贈与信託〈愛称：孫への想い〉

お申し込みは…平成27年12月25日まで

「教育資金贈与信託」は、
30歳未満のお孫さま等への教育資金として
当社へお預け入れいただき、
当社はお孫さま等からの払出請求に基づき、
教育資金をお支払いする商品です。

●5,000円からお申し込みいただけます。
●贈与を受ける方は、30歳未満のお子さま、
　お孫さまのほか、ひ孫さまも対象になります。

教育資金としてしっかり管理 無料！

管 理 料

払出手数料

払い出し前に、三井住友信託銀行
が教育資金のお支払いで
あることを確認します。

贈与される方の『想い』に応えます。

【対象例】

学校等
学習塾・
そろばん

水泳・
野球

ピアノ・
絵画 等

そのうち学校等以外への
お支払いは500万円まで

贈与額1,500万円まで非課税

Ｗ247mm×Ｈ92mm
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（左上）６期生でDAY賞受賞者の丹波望先生。（右上）出店するジュメイラのお二人

（下）ヒーロー研究会

母校ＵCUは６95８年に献学されたので、今年

はＢ６周年にあたるわけだ。人間に例えるのな

ら去年還暦を向かえ多少身体のあちこちに不具

合が生じながらも今まで培ってきた知恵と経験

を生かした次のステージを模索中、といったと

ころか。７５６６年から5年をかけて展開中の献

学Ｂ５周年記念事業の昨今の動きをみていると、

人間の歩みとよく似ていると思う。同窓生とし

ても今のＵCUをもう一度よく知り、現状を知る

ことによってより良くこれからのＵCUの発展に

同窓生として寄与したいものだ。

そのよく知る‘機会’が来る６５月７5日（土）、

７Ｂ日（日）にやってくる。ＵCU祭が例年より６

週間早く三鷹キャンパスで開催されるからだ。

ICU祭での同窓会主催　　　　　

イベント内容のご紹介

ここでは計画中のものも含めた一部のプログラ

ムを紹介する。詳細は9月初旬にＵCU　Alき２

mnぁ Ｔomepage に掲載するので、是非ＴPを

チェックしていただきたい。

⇒ hががp:４４くくく３ぁcきalきmnぁ３com

JICUF　　　　　

Homecoming in 2014

まずは米国からのお客様団体をご紹介したい。

J Ｕ C U F（J a p a n Ｕ C U　F o き n d a が ぁ o n）　

Ｔomecomぁng　が６５４７5に予定されている。

ご訪問するメンバーが分かり次第、ゆかりの同

窓会役員にはご連絡予定ではあるが、来日メン

バ ー の 希 望 に 応 じ て 同 期 の 皆 様 に も 個 別

Reきnぁonのお誘いがかかるかも。おもてなし

の心を発揮しながら、第三の目を通して共に今

のＵCUをとくとご堪能いただきたい。

DAY賞受賞者による懇談会、　　

テーマは「ICU草創のころ。　　

1期生からのメッセージ」　

今 年 で9回 を 数 え たDAY（Dぁかがぁngきぁかhed 

Alきmnぁ of がhe Yeaお）賞表彰式。既にＢＣ名も

の素晴らしい業績を挙げられた同窓生が同窓会

から顕彰されている。表彰式では毎回感銘をう

ける短いスピーチをいただくのだが、なにしろ

お一人８分程度。これでは受賞者側も観衆側に

も言い足りない、聞き足りない感が残る。これ

を解消し、偉大な同窓生の語りから今までの

ＵCUの歩みを共に振り返り、ＵCUの無形資産を

検証したい。皆さんよくしゃべるＵCU古来の伝

統を重んじ、Commきnぁcaがぁonが取れる範囲で

の実施を考えているので、場所はＢ５名程度収

容のアラムナイハウス７階ラウンジ、開催予定

時間は６５４７Ｂ ６８:５５２６5:５５。

ゲストスピーカーとして、６期生の丹波望先

生（牧師、学校法人のしろ文化学園理事長。今

年のDAY賞受賞者）から、ＵCUの草創のころ

についてお話をお聞きする。「今のうちに、若

い人に伝えておくのが、６期生の務めだと思い

ます。当日、聞きにいらっしゃる方からの素朴

な疑問もぜひ、お聞かせください」と丹波先生。

丹波先生以外にも、６期生をゲストに迎える予

定だ。ゆったりしたアラムナイハウスで、「１

つとあって２つとないトーク」に耳を傾けたい。

ICUヒーロー研究会が　　　　　

キャンパスをガイド

今のＵCUのヒーローがキャンパスを案内して

くれる。（合掌）ツアー時間および集合場所（予

定）は次の通り、ただし、平和を守るＵCUヒー

ローのスケジュールは超過密、救急車と同じよ

うに平和を守るための緊急出動もありなので、

必ず、前日にはアラムナイＴPで彼らの登場ス

ケジュールを確認していただきたい。

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２

■６５４７5 （土）　６７:６5 アラムナイハウス前に

集合　６７:55　ダイアログハウスで解散

■６５４７Ｂ （日）　 ６５:６5 アラムナイハウス前に

集合　６５:55  ダイアログハウスで解散

■６５４７Ｂ （日）   ６７:５５ アラムナイハウス前に

集合　６７:5５  アラムナイハウスで解散

■６５４７Ｂ （日）   ６5:６5 アラムナイハウス玄関

前に集合　６Ｂ:５５ つつじサークル付近で解散

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２

今時、‘愛と平和と世界人権宣言’を語るヒ

ーローは希少価値！正にＵCUならではのヒーロ

ーと共に今のキャンパスを巡ってみよう。

ＵCUヒーロー研究会とは愛と平和と世界人権

宣言のためにＵCUを守り続けているヒーロー

「機動礼拝シーベリー」をサポートする団体で

あり、地域に根ざしたヒーローショーの開催や

映画の撮影などをおこなっている。７５６５年に

設立され、当初は旧D館ラウンジに集まって特

撮を鑑賞するだけのインドアサークルであった

が、ヒーローショーを活動の中心とするように

なってからは一変、ＵCU祭の名物と呼ばれるま

での存在になった。昨年は外部での活動が評価

され、ドリコン７５６８のグランプリを受賞する

などその躍進ぶりは目覚ましい。

もはや欠かすことの出来ない　  
恒例のイベントの中にも一押しが

もしかして何が恒例なのかもご存知でない皆

様のために一押し恒例イベントをご紹介する。

まずは、アラムナイハウスでの飲食

だが、今年は渋谷（表参道）のD館との異名

をとるジュメイラさんが満を持してのサービス

提供！　最近の東京地方在住の同窓生の間では

アラムナイハウスを知らなくてもジュメイラを

知らない方はいらっしゃらない！といわれるほ

ど多くの同窓生に愛されているジュメイラに無

理を強いて母校と同窓会のために出店いただく

ことに。必見！必食！

本館前の子供（縁日）企画も人気

同窓会役員はイケメン、イケ女揃い。そんな

魅力一杯のイケメン役員の中で自他共に子供に

愛されるキャラの持ち主による子供縁日が開催

される。この難しいミスマッチキャラをもつ人

物を見にくるもの今後の人生を考える上で

Good　Refeおenceになること請け合い。

未来のＵCU生が縁日を気に入ったら、ファミ

リーでアラムナイハウスへ！アラムナイハウス

では旧ＵCU生もゆったりできること間違いなし。

アラムナイハウスの７階からのんびりＵCUキャ

同窓会による同窓生のためのICU祭
文 : 永渕光恵（７６ ＵDＣＣ）

写真：大間哲

ンパスを展望するのも一興かと。

ここではＵCU GoodかもＵCUワイン、日

本酒ばか山も入手できる。いずれも買って

損はしないものばかり。掘り出し物にも出

会 え る。（例： 通 常６万 円 の ス カ ー フ。

ＵCU同窓会ロゴを入れたら、さあ、幾ら？

正解は行った方のみが知ることに。）

姿勢チェック＆体験施術！

三鷹にカイロプラクティク院を開業して

いる佃さんは正真正銘のＵCU卒業生。

佃さんはＵCU在学中よりカイロプラクテ

ィックの道に進まれ、大崎で開院している

奥様と共に日本のカイロプラクティクの普

及に尽力中。

そんな佃さんご夫妻に、ご自分の疲れた

姿勢をチェックし、体験治療をしてもらお

う。

ピーター・F・ドラッガーも言っている、

私たちは何処からきてそして何者なのか？

どこに行こうとしているのか、と。丁度還

暦を迎えたＵCUと共に、私たちは何処から

きて何者になってそして何処に行こうとし

ているかをＵCUに関わる凡そ全てのenがぁがけ

が集うＵCU祭にきて楽しみながらもちょっ

とだけ考えてみようではないか？

今年は10月の土日に開催

10月

SAT. SUN.
25 & 26日
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EDＵTOR ＵN CＴＵEF

岡田 庄生

EDＵTORS

樺島榮一郎　Kabaかhぁma１ Eぁぁchぁおo（８Ｃ ＵD9８ G６99Ｃ）

野仲裕子 Nonaka１ Yきko（９8 ＵD５９）

栗山のぞみ Kきおぁけama１ Noげomぁ（８９ ＵD9５）

赤松弥生　Akamaがかき１ Yaけoぁ（８9 ＵD95）

石井雅仁　ＵSＴＵＵ１ Maかaがo（８５ ＵD8Ｂ）

森川幹人 Moおぁkaくa１ Mぁkぁがo（９Ｃ ＵD５８）

小林智世　Kobaけaかhぁ１ Tomoけo（5７ ＵD５8）

PＴOTOGRAPＴERS

一之瀬ちひろ Ｕchぁnoかe１ Chぁhぁおo（９７ ＵD98）

ART DＵRECTOR

佐野久美子 Sano１Kきmぁko（９９ ＵD５５）

PRＵNTＵNG DＵRECTOR

杉浦健一 Sきgぁきおa１ Kenぁchぁ（小宮山印刷）

EXECUTＵVE DＵRECTOR

谷 摂子 Tanぁ１ Seがかきko（８８ ＵD89）

PUBLＵSＴER

木越 純 Kぁgoかhぁ１ Jきn（７Ｃ ＵD8８）

STAFF

これまで、ＵCU同窓会の広報ツールとして、年に２回の

会報誌「アラムナイニュース」と、同窓会WEBサイト

（hががp:４４くくく３ぁcきalきmnぁ３com４）を通じて情報提供を行

ってきたが、これまで以上にタイムリーな情報提供を行う

ため、新たにＵCU同窓会公式Facebookページを立ち上げ

ました。同窓生同士の懇親の輪がさらに広がるような企画

も検討中です。Facebookに登録している人は、ぜひペー

ジを訪れて「いいね！」を押してください。

このＵCU同窓会Facebookページでは、評議員会等の同

窓会の活動はもちろんの事、ＵCUのニュースや卒業生の活

躍など、世の中のＵCU関連ニュースを同窓会広報部のメン

バーが発見した情報も投稿していく予定です。また、季節

の時々のキャンパスの様子をアラムナイハウスの同窓会事

務局員が写真で投稿するなど、ＵCUの今を感じる記事も発

信します。投稿にはコメントもつけられるので、同窓生同

士の会話も生まれるのではないでしょうか。

また、管理者である同窓会広報部メンバーだけでなく、

一般の同窓生でもページにメッセージを投稿できるので、

同窓生が参加可能なリユニオン等の情報があれば、ぜひ活

用して下さい。

なお、Facebookに会員登録していない人も、書き込み

は出来ませんが情報を見る事は可能です。

aaoffice@icualumni.com

アラムナイニュース編集部員募集

あなたの経験をANに生かしてみませんか？

企画、取材、執筆、撮影、編集進行等を一緒に

なって頂ける方を大募集中です。もちろん未経

験でも可。最初は一緒に取材などを行いながら

編集のプロから直接技術を学べますし、８年ぐ

らいやれば、一通り編集の基本が身に付きます。

もちろん、現役の学生さんも大歓迎です。興味

のある方は、同窓会事務局へメールでご連絡く

ださい。

ご意見・ご感想をお気軽に

アラムナイニュースは、同窓生のみなさまの

ために制作しているものです。今後の制作の参

考にしますので、ご意見・ご感想、企画や人物

の紹介等がある方は、メールにてお気軽に事務

局までお知らせください。

ICU同窓会 公式Facebookの立ち上げ!

https://www.facebook.com/icualumniassociation

速報！ 同窓会福利厚生

プログラム開始！
この度、同窓会では、終身会費を払っている

同窓生のみなさまにさらなるベネフィットをも

たらすべく、新しい福利厚生プログラムを始め

ます。株式会社イーウェルによるWELBOXと

いうサービスで、大手企業や他大同窓会での採

用実績があります。会員制リゾートホテル・ハ

ーベストが利用できるほか、映画やディズニー

リゾートの割引など、多様な優待プログラムが

準備されており、同窓生本人だけでなく、兄弟

や子ども、孫、祖父母まで利用することができ

ます（７親等以内の家族）。

詳しくは、同封のパンフレットをご一読のう

え、ぜひ積極的に活用ください。

※ALUMNＵ NEWSは、同窓会費によって発行されています。

×
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cover photo Ichinose,Chihiro 湯浅八郎博士収集の江戸時代の盃台や盃洗など


