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『夢を抱き、目標を立て、現在に最善をつくす』
JAAC 日米学術センター
代表
高 瀬 永 俊

今年もいよいよ残すところ、あと２週間あまりとなりました。JAAC の学生、保護者、関係者の皆様におかれま
してはどの様な一年だったでしょうか。世界金融危機のあおりで、わが国の経済状況、並びに就業や雇用の維持が、
不透明になってきています。安住としていた、我々国民の意識や感覚が危機感に浸っています。様々な要因が複雑
に絡み合ってのことですから、一概に早期の解決は望めません。
その様な厳しい状況下ではありますが、一度きりの人生を『夢を抱き、目標を立て、現在に最善をつくす』こと
だけは怠ってはならないと感じます。自分の人生に限りない夢や願望があってこそ、それを実現させたいという目
標が生まれます。欲望や願望を抱くことは、従来、欲が深いと夢ばかり追っている、などと否定的に捉えられる傾
向にあったと思います。しかし、よく考えてみて下さい。理想をおろそかにする功利的な人達というのは真の自分
を見失い、自分に責任を持たない人間像を形成していると思うのです。夢などは一銭にもならないと思っている人
達もいるかも知れませんが、算盤だけを媒介として生きることは、逆に人生の大部分を損失させることにもなり兼
ねません。
私は、今秋、JAAC 卒業生の結婚式に臨席させていただきました。神奈川の県立高校を卒業の後、東京都立大学
にて物理学の修士課程を修め、その後カリフォルニア州立大学アーバイン校での語学（英語）学習を経て、ノース
カロライナ州のデューク大学で物理学博士課程を修了し理学博士号を取得。州立バージニア大学の研究員を経て、
米国ジェファーソン研究所、現在はニューメキシコ州のロスアラモス研究所で勤務している我々の卒業生です。彼
が大学院生の時、留学のカウンセリングをした時のことはいまでも鮮明に記憶しています。
『僕には夢があるんです。
アメリカで最先端の物理学を学び、国立の研究所で働くことなんです。それを達成するためには、留学するという
結論に達しました。
』と・・・・。それから、１５年の月日が経過しました。見事、彼は自分の描いた人生計画案を
筋書き通りに演じてきました。
結婚式でのことです。
『おめでとう。よく頑張ったね。
』
・・
『夢でしたから、でもまだまだ夢が広がってるんです』
・・
力強い言葉が返ってきました。自らの実績に奢ることなく、飽くなき挑戦をしていることに感銘させられ、勇気付
けられました。夢を抱くだけでも、人生はバラ色に輝きます。そしてその夢の実現に向けて、日々考え、悩み、精
進している時は、眼の色も輝いています。自己の夢や願望に対して、明確さを持ち、自己の思案や行動を継続化、
習慣化させること。そして信じて疑わない強い気持ち。このことこそが生きるということなのだと思います。
『近思録』には次の様な一節があります。

“見る所、記す所は遠く、また大ならざるべからず”
希望や理想は出来るだけ遠大であること。そのためには、自分自身の固定概念を打ち破ること、とあります。
さあ、来る新年に向けて人生計画案を作成してみましょう。演じる人はあなた自身です。夢を抱き、目標を立案
し、最善の取り組みが出来る様な計画案を今年中に作成しましょう。じっくり練り上げて下さい。かく言う私は既
に５０歳です。時間的には人生の折り返し地点は経過してしまいましたが、まだまだ若者には負けられません。年
月を積み重ねて行く毎に、夢がまた芽生えます。新たなる年が皆様にとってより多くの収穫の毎日であることを心
よりお祈りいたします。
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コラム ： 後輩に
後輩に伝えたいこんなこと、
えたいこんなこと、あんなこと （第 9 回）
（JAAC 第６期生 マリオ・マツカタ）
信じられませんが、今年もあっという間に終わりです。皆さんの一年はどんな感じでしたでしょうか？ 私が皆さんのように
米国大学生だった頃は、あれもやりたい、これもやりたいと思いながら、忙しさに追われてただ無駄に時間だけが流れていくよ
うな時期もありました。みなさんも今年一年をしっかり振り返って、やり残したことを来年の目標リストに早速載せておきまし
ょう。
2008 年は、一生心に残る一年です。なぜでしょう？ アメリカの歴史で初の黒人大統領、オバマ政権が誕生したからです。ち
なみに私が留学していた 1991 年は湾岸戦争が勃発し、アメリカはベトナム戦争以来、再び戦争支持国になりました。それと同
様、2008 という数字は全世界の人の心に残る数字になります。
では、2008 年のアメリカでは、そのほかにどのようなことが起こったでしょう？ 金融機関の破綻、サブプライム問題の深刻
化、株の暴落、雇用の削減、治安の悪化などなど。様々なニュースが全米中に広がりました。あれ？、どこかの国が今抱えてい
る問題と似ていませんか？ そうです。皆さんの母国日本です。日本はアメリカの政治や経済に多大な影響を受けるといわれて
います。記憶に新しいものでは、2001 年に米国がイラクに対する軍事侵攻を再び決定した際も、小泉政権は直ちに米国の対応を
支持する見解を表明しました。今回のオバマ政権の誕生も「変革：Change(チェンジ)」ということが叫ばれ続けています。そし
て、日本もそれに続け！、といろいろな新しい動きが出ることが予想されます。
私は「チェンジ」という言葉が大好きです。特に今、家庭や自分でビジネスを持つようになって、
「継続・安定よりもチェン
ジ」という精神でビジネスに取り組んでいます。どんな物事もその上を目指すために変化ということを躊躇しないという精神で
す。世界的大企業であるトヨタ自動車も「改革に次ぐ改革」という理念を説いています。世界制覇をしたトヨタでさえもその地
位に胡坐（あぐら）をかくのではなく、もっと上を目指していこうという考えでいるのです。
さて、今年最後に皆さんに伝えたいこと、それは「チェンジ」という気持ちを来年の目標に入れましょう、ということです。
悪いところを変えていくのは当然のことですが、すでに理想や目標にとどいていることも、もっと突き詰めて更に出来ることは
ないか、改革することで何か新しいものが見つからないか、そんな気持ちで来年一年を過ごしましょう。特にアメリカという国
は頑張ろうという人の足を引っ張る人はいません。このすばらしい環境とみなさんの持ち前のエネルギーで、すばらしい 2009
年を過ごしていただけることを応援しています。皆さん、良いお年をお迎えください。

カリフォルニア通信

ミズーリ通信

（カリフォルニア担当：照井）

（ミズーリ担当：ライマン・ピットマン）

毎年今頃になると、今年の出来事を振り返りながら、あれこれと想

【 新世代と新時代の幕開け 】いつもなら、アメリカにいる留学

いにふける時があります。今年もカリフォルニアに JAAC 生が来まし 生に一番影響を与えるのはアメリカン・ポップ・カルチャーでしょう
た。こちらに来た当初はぎこちないように見えた彼らの生活も、それ

が、今回はどうも赴きが異なるようです。ここ何ヶ月か、ニュースで

ぞれの夢と目標に向って、着実に安定した生活となりました。２年目、 も伝えられていますが、ここアメリカでは新しい何かが生れそうです。
３年目と年を重ねてきている JAAC 生は、留学生としてはベテランの

11 月に、アメリカの新大統領が選出されました。彼は、初のアフリ

域に達しはじめ、皆それぞれのペースで学習と生活を両立させていま

カ系アメリカ人大統領であり、従来とは異なる若い世代からの申し子

す。

でもあります。ですから、彼は「何か新しいこと」
、
「何か異なること」
、

例年と同じように、ここ南カリフォルニアでは内陸からの乾燥風で
ある“サンタアナの風”が吹き、大切な森林を火の海としました。多

そして、
「何か新鮮であること」を求める世代を代表しているわけです。
それと同時に、典型的なアメリカン・ビジネスのあり方の終わりを

くの人々の家屋が焼き払われ、日常生活にも大きな影響を与えました。 見ているようでもあります － ウォール街で起きた問題が世界中の
また、通勤列車と貨物列車との衝突事故が起きた時も、多くの犠牲者

メディアを賑わし、住宅ローンにまで多大な影響を与えました。ほん

を出しました。車社会と言われるほど、車に依存する人々の生活の中

の少し前まで、世界の GM（ゼネラル・モータース）が政府に補助金

で、環境問題との兼ね合いからも公共交通機関の安全性が大きな課題

を願い出ることなど、誰が想像し得たでしょう。政府は何らかの解決

となりました。携帯電話使用中の交通事故が増えたことから、日本の

策を見出しているのでしょうか。それは、無理でしょうね。アメリカ

高速道路にあたる“フリーウェイ”走行中の携帯電話の使用も禁止さ

はかつて、このような出来事を経験したことがないのですから、ただ

れました。こうしてみると、その原因が“自然”であれ、
“人的”であ

成せることは推移を見ながら、あれこれと試しているにすぎません。

れ、多くの犠牲者を出していたことがわかりますね。そして、サブプ

これらの事を目の当たりにすることは、とても興味深いことです。

ライムローン問題を発端に、世界金融恐慌と呼ばれるほどの経済危機

ただ一つ確かな事は、新しいリーダーと新しい問題が生れ、そこから

を招き、大企業の倒産や失業問題が人々の生活を不安に陥れました。

アメリカは何かを生み出そうとしていることです。これは間違いなく、

今年もあとわずかで暮れようとしています。１年の月日を１日にた

アメリカン・ポップ・カルチャーを見てとるよりも興味深いことでし

とえて言えば、まもなく夕陽が沈む時を迎えようとしています。色々

ょう。そして、それは私達共有の認識として、従来のアメリカン・ビ

な事が起きた一日でありましたが、静かに日が暮れることを願って止

ジネスの終結が歴史書の中に刻まれたことでもあります。さらに言え

みません。カリフォルニアの海に沈む夕陽の美しさは格別なものです。 ば、創造性と冒険心に富んだ若者の世代に即した時代の幕開けのよう
せめて夕暮れぐらいは、静かな平和な一時を過ごしたいですね。

でもあります。
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【編集後記
編集後記】
編集後記 ●思い起こせば今年も色々な事があったものだ。激動の一年と言っても良いだろう。日本やアメリカをはじ
め、世界中で起きた事件や事故、事柄などを書き出したらきりがないが、我々の生活に関係があることだけでも少し振り
返ってみたい▼3 月にはカリフォルニア・ミズーリに JAAC 新入生が到着。５月と６月には何人かの JAAC 生が晴れて大
学を卒業した。6 月には大相撲ロサンゼルス場所が行われ、アメリカの大相撲ファンを魅了した。このころになるとガソ
リンの値段が高騰し、環境問題も合わせて話題になった◆夏には北京オリンピックとパラリンピックが開催され、我々に
感動を与えてくれた。サブプライムローン問題を発端にリーマン・ブラザース証券が倒産し、その後は連鎖的に世界的金
融機関や企業が倒産★10 月には留学斡旋会社“ゲートウェイ 21”が倒産し、自分たちの夢を追いかけていた多くの留学
生が同社の犠牲になった。カリフォルニアでも例年のごとく、
“サンタアナの風”による山火事が起き、冬の訪れを感じ
始めたころ、今度は海側からの風に煽られ再び森林火災を引き起こした▲11 月には次期アメリカ大統領が選出され、史上
初のアフリカ系アメリカ人大統領の誕生を迎えた。その喜びもつかの間、GM（ゼネラル・モータース）などビッグ・ス
リーと言われる世界の３大自動車メーカーが経営危機に陥り、政府からの補助金注入の申し入れが出された。多くの企業
が人員削減に踏み切り、多くの失業者を出し、職を失った人々の生活は困窮している。ようやく手に入れたマイ・ホーム
を手放さなくてはならない人たちが急増している。日本も同様である。派遣労働者や派遣社員の突然の解雇は正社員の解
雇劇にまで及んでいる。企業の多くは設備投資を打ち切り、また、倒産する企業も続出している。日本では、麻生新総裁
が誕生し、何らかの景気対策と国民生活の安定を望むものの、今一つ国民の期待に応えられていない。良いのか悪いのか、
“円高”傾向から１ドル 80 円台後半まで来ている。留学生の保護者にとっては好機でも、日本の生命線とも言える輸出
産業には大きな痛手だ■この一年を一日の天気になぞれば、
“一時晴れ間は見られたものの、終日の豪雨、強風、雷を伴
う大荒れの天気”となるだろう。来年は台風一過から、晴天の清々しい一日を迎えたいものだ。
（カリフォルニア事務局：
照井）

★JAAC 生の皆さん、保護者の皆さん、大切なご案内です★
生の皆さん、保護者の皆さん、大切なご案内です★
◆年末年始に帰省される皆さんへ
◆年末年始に帰省される皆さんへ：
年始に帰省される皆さんへ： 航空券の準備は大丈夫ですか？
航空券の準備は大丈夫ですか？ アメリカへの再入国時に必要な入学許可証
（I－20）
20）の手配は済みましたか？ 必ず学校の留学生オフィスなどで最後の確認を行ってください。
●JAAC
JAAC 本部内保護者様専用ご連絡・ご相談窓口：
フリーダイヤル 0120－
0120－525－
525－626 tokai@jaac.co.jp 担当：高瀬
◎ JAAC 日米学術センター 鈴木：t.suzuki@jaac.co.jp
新井 koheiarai@hotmail.com
◎ カリフォルニア担当：照井 k-terui@mtg.biglobe.ne.jp
冬季休業期間と緊急連絡先のご案内
JAAC 日米学術センター並びに同カリフォルニア事務局とミズーリ事務局は、以下の日程を冬季休業期間とし事務局の
営業をお休みいたします。つきましては、休業期間中の緊急連絡先をご案内させていただきますので、ご確認ください。
【JAAC 日米学術センター本部】12 月 28 日（日）～1 月 5 日（月） 緊急連絡先：090-2775-3168（鈴木携帯）
【JAAC ミズーリ事務局】
12 月 23 日（火）～1 月 4 日（日） 緊急連絡先：573-450-3930（ライモン携帯）
【JAAC カリフォルニア事務局】12 月 28 日（日）～１月 4 日（日） 緊急連絡先：949-910-6806（業務用携帯：新井）
※同事務局の照井の連絡先： 日本の自宅電話/Fax：047-328-1070・日本の携帯：090-6713-8182

Season’s greetings from all of us at JAAC.
May the New Year bring joy and peace to you and to those you love.
Our sincerest wishes for happy holidays.
ご家族の皆々様におかれましては喜びと平穏な日々と
素晴らしき新年をお迎えになられますことを心よりお祈り申し上げます

JAAC 日米学術センター

