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会長からのメッセージ

孫 恵美

昭和 43 年史学科卒

暑中お見舞い申し上げます。

皆様それぞれお元気でご活躍の事と存じます。

4 月 18、19 日に行われました地域支部長会議出席の報告書

は読んでいただけましたでしょうか？活発に発展している母

校、そしてご自身の過ごした時代の母校をも思い浮かべてい

ただけましたら嬉しいです。

今春、母校と関係の深い山梨県清里にある清泉寮を訪れ、ポ

ール・ラッシュ先生に思いをはせてまいりました。彼は聖路

加病院を作られたトライスラー博士の片腕として働かれ、

BSA (Brotherhood of St. Andrew)を日本に建ち上げ、又、

財政面で立教学院を支えただけでなく、教授として spiritual 
leader として立教大学と学生達に多大な貢献をされた方で

す。この清里にキリスト教にもとづいた青少年の為の酪農農

村センター（現在の KEEP）を作られました。アメリカンフ

ットボールを日本に紹介された方でもあります。年配の会員

の方は先生をご存知かも知れません。

LARK (LA Rikkyo Kai) の上井さん（S34 卒）と同期のご友

人 4 名、立教会パリ支部幹事長の李さん（S43 卒）、大和立

教会会長であり、又、立教箱根駅伝プロジェクト会長でいら

っしゃる金子さん（S35 卒）他 2 名、江草校友会会長ご夫妻

も参加され、計 12 名が正木 KEEP 専務理事、野田国際研修

事業本部長のご案内で Kiyosato Educational Experiment 
Project を見学いたしました。広大な敷地（山梨県からのリ

－ス）、近代的な宿泊設備(清泉寮・ソーラー熱源を取り入

れたキャビン)のほか、ポール・ラッシュ記念センター、キ

ープ自然学校、ユースキャンプ場、八ヶ岳ふれあい自然セン

ター、やまねミュージアム、ジャージー牛牧場、パンジャム

工房諸設備が大自然の中に点在、敷地内には川俣渓谷、吐竜

之滝等の景勝地の他に多くの散策路があります。機会がおあ

りでしたら是非とも訪問されることをお勧めいたします。

2009 年 3 月には新たに国際会議場が併設され、温泉を完備

した新清泉寮がオープンする予定だそうです。

LARK とご縁のある野球部の春季東京六大学リーグ戦の成績

は 4 位でした。秋にはもうひとつランクが上がっていただき

たいです。

大学対抗ゴルフは残念なことに今年は参加者が少なく、19

校中 17 位という成績でした。来年は多くの会員の方が参加

されますことを願っております。

カヌーの会は人数が集まらず中止となってしまいました。10
月 4 日の Joshua Tree Picnic、11 月 16 日の Town & Gown
主催ファブリックリース作りと着物着付け教室にはぜひとも

ご参加ください。

長年 JETROで活躍され、LARK にも貢献して下さいました

土屋敬三さん（S48）が 4 月末で大阪に転勤となりました。

大角ご夫妻（S29、S30 卒）のご結婚五十周年・金婚式が 6
月におこなわれました。おめでとうございます！

最後に水谷元会長（S30 卒）が敬老ナーシングホームにはい

られました。お時間のある方は訪問して差し上げると大変喜

ばれると思います。

皆様、良い夏をお過ごしください。
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『日米ビジネスに見る新たな価値創造』

～ソフトパワー発揮の時代    土屋敬三

                         
１．はじめに

ロサンゼルスはニューヨークに次ぐ米国第２の都市である。

ニューヨークと違うのは、非白人系の、いわゆるマイノリテ

ィと呼ばれている人々が極めて多く、またその種類も多岐に

わたっていることだ。カリフォルニア州の統計によれば、メ

キシコ系を中心としたヒスパニック系が総人口 3400 万人の

うちの約 33％の 1100 万人、続いてアジア系が 11％、黒人

は 6％程度である。アジア系のうち最大のグループは中国系

で 100 万人、韓国系が 50 万人、日系が 30 万人と言われ、

近年、ベトナム、フィリピン、インド等の移民も増加してい

る。こうした他地域から流入してくる人々はそれぞれ固有の

社会を形成している。世界で中国人のチャイナタウンは一般

的で見慣れたものであるが、ここカリフォルニアでは、チャ

イナタウンの他、メキシコ人のオルベラ街、韓国人のコリア

タウン、ベトナム人のリトルサイゴン、フィリピン人のフィ

リピーノタウン、そして日系人のリトル東京などがあり、そ

の他にもエジプト人、イラン人、エチオピア人なども、規模

の違いはあるがそれぞれコミュニティを形成している。そこ

は、それぞれの国の文化的色彩を強く出し、食、音楽、映

画、サービス（不動産、理容、コンサル、旅行、冠婚葬祭な

ど）を持つ固有の社会であり、あたかもその中に足を踏み入

れると、その国に来たような錯覚すら覚える。

たとえば、ひとたびコリアタウンに足を踏み入れれば、韓国

の唄、色鮮やかなチマチョゴリ、そしてキムチの香り、そこ

は既に韓国ソウルである。韓国製の自動車も多く目に付くの

である。

カリフォルニアは複合民族州の代表と言ってもよい。こうし

たある民族の消費者が独自の文化への消費と同時に他民族へ

の関心とその素晴らしさに魅了されていく構図が極めて顕著

である。つまり、独自の文化は営々と維持していくが、それ

は決して排他的でなく、むしろ旺盛な好奇心は大いに異文化

への関心を惹き起こすのである。この構造はアメリカが多民

族国家であるがゆえに、人種問題などシリアスな問題を抱え

る一方、経済・文化面では極めてプラスの方向に作用してい

るのである。端的な例を言えば、もし単一民族国家であった

なら他の文化に日常的に触れられる機会は少ないため、文化

的な刺激は積極的に持ち込もうとする人がいない限り、限定

され、創造的で刺激的な変化は望めない。しかし、アメリカ

は日々、こうした文化が同じ国の中で混ざり合い、相互に刺

激し合い、新しい文化、そしてビジネスを創出しているので

ある。    

こうしたことを前提に、本稿ではどうすればアメリカ人に

もっと日本を理解してもらい、日本とのビジネスを拡大して

もらえるのかという実体験を踏まえた一考察をしてみた。ま

た、その考え方の延長線上として、逆に日本においてアメリ

カ人とビジネスをしようとしている人に、米国企業は日本市

場をどう見ているか概観して見た。日米のビジネスの実態の

中に文化性が多く内在しており、その正しい理解促進こそ

が、これからの日本経済の発展のキーワードになってくる。

２．ソフトパワーの発揮

「ソフトパワー」という言葉は、ハーバード大学のジョセ

フ・ナイ教授が『不滅の大国アメリカ』の中で初めて使用し

た言葉と言われている。ソフトパワーの定義はいろいろ拡大

解釈される向きもあるが、要は「権力や資本力で競争相手に

勝ち、従わせるのでなく、目に見えない魅力的な文化、ブラ

ンド、さらには技術力などにより相手を味方につける力」と

定義するのが一般的なようだ。

これまで日本は、圧倒的なハード技術の発展に支えられ、

自動車、エレクトロニックス、機械、高級家電の分野で世界

市場で優位的な地位を占めてきた。こうした日本の高度技術

が与えたパワーはハードパワーだが、時を経るとともに強力

なブランドイメージを作り、例えば、トヨタと聞けば高品質

でハイポテンシャリティを生み出す日本の車というコンセプ

トを作り、「日本車は良い車」ということになり、他の自動

車メーカーにもプラスの影響を与える。つまり間接的な副次

効果もソフトパワーの一部としても捉えられる。しかし、そ

うしたソフトパワーはメイド・イン・ジャパンという製品イ

メージ創出には大きく影響を与えているものの、幅広い日本

文化全体のイメージ伝達には至っていない。従って、ここで

は「海外で積極的ないし纏まったプロモーションがないにも

拘らず、既にその地域の庶民に親しまれている日本的で文化

的なモノ＝ソフトパワー」について考えてみたい。

まず、日本食の普及である。アメリカ人の間で寿司が本格

的に食べられるようになったのはここ 30 年ぐらいの話で、

それまでは生ものは食べないと言うのが常識であった。しか

し、70 年代後半より日本の対米輸出の増大と日系企業進出

に伴い、日本人の人口が急増し、それに伴って日本食レスト

ランが増え続けた。日本人ビジネスマンは顧客を接待する

際、日本食レストランを多く利用する。こうしたことによ

り、アメリカ人も少しずつ日本食に慣れ親しみ始めたと思わ

れる。“寿司”はアメリカ人の誰に聞いても、よく知ってお

り、手軽な食べ物になっている。手軽と言うのはカリフォル

ニアロールやスパイシーツナロールといった、アメリカにお

いて独自に発達したいわゆるフュージョンされた日本食であ

る。日本人と見るとよく出てくる言葉のうちに“寿司”が大

好きですという言葉がある。また、現在では豆腐は立派な英

語で Tofu と言えば誰でもわかるし、カリフォルニアのほと

んどのスーパーで手に入る。『豆腐バカ』という本をお書き

になった森乳豆腐の雲田康夫さんは、アメリカで豆腐の普及

に尽力された第一人者である。氏はアメリカでの豆腐の普及

を 20 年以上も前からされている。面白いエピソードが書か

れている。1992 年に韓国人街を中心にロサンゼルス暴動が

発生した。当時、雲田氏は営業活動でロサンゼルス中のスー
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   パーを回っていたそうで、中には氏の熱心な営業活動に感動

したスーパーの店主は豆腐をいくつか店頭に並べたそうであ

る。暴徒は商店の略奪を行い、スーパーなどは殆ど全てのも

のが略奪されたが、唯一つだけショーケースに残っているも

のがあった。それが豆腐だった。泥棒も食べない不可解な食

品に思われたのである。しかし、その後の同氏の熱情溢れる

努力により、アメリカでは今や、豆腐は健康食品の王様とし

て、毎日、現地生産が追いつかないほどである。これに加

え、豆乳もブームを巻き起こしマクロバイオティックの素材

として豆腐同様使われるようになった。日本食は健康に良い

というのは既に、アメリカの中流以上の所得階級の人々の間

では常識となっている。文化はある意味では自然に浸透する

のではなく、常に人間の努力により伝わり、異文化へ関心を

持つ層の古い概念を打ち砕いていくのである。

食品と併せて考えなければいけないのが日本酒である。先

日、ジェトロとロサンゼルス日本総領事館がビバリーヒルズ

で酒造メーカー団体と共催で開催した「酒イベント（試飲

会）」には日本全国の蔵元から 350 銘柄にも及ぶ日本酒

（吟醸、大吟醸、純米酒）が展示され、米国酒展示会史上最

大の 1700 名が参加する結果となった。日本酒はワインと比

べまだまだアメリカ市場では浸透率が低いが、日本食レスト

ランに限らずイタリアンやフレンチレストランでも日本酒を

置くようになってきたのは驚きである。ワインハウスは街角

でよく見かけるが、近くサケハウスもアメリカに誕生する勢

いだ。酒を含む日本食品はますますアメリカ人家庭に浸透す

る成長ぶりで、レストランに至っては南カリフォルニアだけ

で 1700 軒に達する。こうした「日本食ブーム」をいかに

「日本ブーム」に変えていくかが、重要なポイントである。

もちろん、日本の食料品の輸出促進は大変大事であるが、こ

の食輸出促進を通じて日本を理解してもらうことはもっと大

事なのである。日本食でお腹が一杯になったら日本を忘れて

しまうのかもしれないが、実は日本食は日本の食習慣や季節

の織り成す旬の味覚など文化的で伝統的なものに興味を向け

させる極めて日常的な媒体なのである。京都の食暦、懐石料

理、地域の郷土料理文化・伝統に触れてみたい人は少なから

ずいる筈である。酒造りでの杜氏の役割、日本人はどんな時

に酒を飲むのか。次第に文化に魅かれていくのである。食文

化をより促進していくには「餅は餅屋」の発想ではなく、異

業種ビジネスの人たちも積極的にこうした要素を取り込んで

いく必要がある。最も端的な例が旅行業界である。東京のみ

ならず京都や大阪の食べ処を紹介し、日本への観光誘致を行

うことが効果的である。ビジット・ジャパン・キャンペーン

も日本食の要素を多く取り入れる必要がある。日本食を食

べ、日本に関心を持ち、日本を訪れる。日本を好きになり、

やがてはビジネスの交流へと発展していくのである。               

もう一つのソフトパワーに日本のエンターテイメント産業が

ある。エンターテイメントと言っても範囲が広いが、いわゆ

るアメリカで人気のある映画、アニメ、ゲーム、マンガ、音

楽、キャラクターなどである。ジェトロロサンゼルスでは

「EPJ＝Entertainment Platform Of Japan」というエンタ

メ関係業者による日米ビジネス交流のプラットフォームを設

置している。既に活動は３年目を迎えるが、ハリウッドに売

り込みをしたい映画関係者、アニメを日米共同で作成したい

プロデューサー、日本のアニメ、キャラクターのクリエータ

ー、自分の作品をハリウッド関係者に見せたい若き映画監

督、配給会社など 20 数名の方々が集まり日米エンタメコラ

ボレーションを検討している。

ジェトロは、AFM（American Film Market）への参加や、

音楽で言えばオースティンで行われる SXSW  (South By 
Southwest) への参加、日本の映画制作者のアメリカでの露

出チャンスに協力するために、「Show Biz Japan」という

映画会を 2005 年からサンタモニカで開催している。“Japan 
Cool”と言われてから久しいが、アニメとマンガ以外、まだ

まだ映画や音楽の分野ではこれからである。映画は『硫黄島

からの手紙』が人気になっているが、アメリカ作品の戦争モ

ノで日本を取り扱ったものがこれだけ注目されるのは珍し

い。俳優の渡辺謙氏は『ラストサムライ』に続く大ヒット

で、今やハリウッドの有名スターになった。こうした中、音

楽の世界でも最近、Ｊ－ロックブームに火がつきそうだ。ロ

サンゼルスで開かれる『Ｊロック・リボルーション』には 2
日間で 6 千人が詰め掛けるという。参加バンドはアリス九

号、デュエル・ジュエル、カグラ、雅、メリー、デスペアー

ズ・レイヴィードール、ギルガメッシュ、MUCC の 9 組だ

そうだが、皆さんはどれかのグループをご存知でしょうか。

アメリカはロックの本場である。そのアメリカで日本のロッ

クがこれだけ注目を浴びるその理由はなんだろうかと思う。

異文化のなかで日本のロックなど今まで見向きもされなかっ

たのに、今回はチケットは発売してすぐ売り切れとなったの

である。私はこの現象を見過ごすにはもったいないと思っ

た。アメリカで市場拡大に熱心に取り組まれている JTB、

ファミマ、パナソニックなど進出日系企業の幹部の方々に知

らせてあげたい気持ちであった。慣れない用語を使いながら

「世界の本場で違った国のバンドが受容される瞬間にご興味

ありませんか？」とお話した。その結果、それは営業戦略に

大変参考になるかもしれないとのことでレセプションに出席

されることになった。もちろん、CM など直接的な活用もあ

るが、異文化での受容は、ビジネスマンには限りない新鮮な

ヒントを与えるのである。アメリカ西海岸の大学で日本語コ

ースをとっている約半分の学生はその履修の理由を日本のマ

ンガを読みたいからと言い、日本語で公演する Puffy に小学

生たちが手を振って反応している。ホラー映画はこのところ

一息ついているが、日本のホラーブームは韓国にも影響を与

えている。Japan Cool 今やアメリカではアニメ、マンガ、

ゲームに限らずアキバ系の Pop カルチャー（ファッショ

ン、フィギュア、小物など）も人気を呼ぶようになってき
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た。日本食やエンタメといったソフトパワーこそ文化を運ぶ

一番のツールである。こういった文化ツールをもとに、対日

理解を今こそ進め、顔をもった実像の日本をアメリカ社会に

アピールするよいチャンスの到来と捉えるべきである。文化

の輸出はあまり摩擦を起こさない。優しくて異文化への好奇

心をそそる消費者レベルでの市場を良く見ていくことがアメ

リカでのビジネスの方法に大きなヒントを与えてくれるであ

ろう。また、日本全体の理解促進を助長し、総体としての日

米経済交流のさらなる発展の鍵が隠されているのだと思う。

３．魅力に溢れる日本市場

「魅力に溢れた日本市場」などと書くと、首を傾げる方もい

らっしゃるかもしれないが、よくよく日本市場にやってくる

アメリカのビジネスマンの不満を聞いてみるとどこかに問題

を解く鍵が隠されている。彼らに説明を良くすることと少し

のビジネスサポートをしてあげることによって、日本市場に

入りにくいとか日本は異質すぎると言う理由で背を向けてい

たビジネスマンを引き止めることにもなる。外国人ビジネス

マンの多くは日本市場は魅力的であることは理解している

が、市場参入が難しいのだと語っている。市場参入の壁は規

と制は別とすれば、日本人の商慣行や日本人の異質性を問題に

する場合が多く、言語能力以上に日本的ビジネススタンダー

ドが彼らとのコミュニケーションギャップを深くしているケ

ースが多い。また、制度的な仕組みは説明書を読めば理解で

きるが、実際にその制度を利用しようとするとき、彼らの常

識を超える不思議な事柄に出会うのである。例えば、国際的

にみて手続きに 1 週間程度であれば十分なところが、１ヶ月

以上もかかるとか、費用的に国際的な基準を数倍上回る額を

要するとかといった、時間・カネが必要以上に求められるこ

とである。こうした、文化的な背景の説明やトラブルの解消

などの支援をすれば、相当部分の外国人ビジネスマンは「魅

力に溢れた日本市場」に賭けて見ようということになるので

ある。

ジェトロは 2003 年 4 月に外国人投資家の日本進出を支援す

るために、東京都港区に『対日投資ビジネスサポートセンタ

ー（IBSC）』を開設した。これは、90 年代後半から本格化

した日本政府による金融、通信、小売、公共事業などの産業

の規制緩和により日本に進出してくる外国企業の誘致を円滑

に進め、バブル経済崩壊で疲弊した日本経済に新規雇用の創

造、新たな IT 技術等ソフト技術の導入促進、企業のガバナ

ンスの強化など経営技術の導入促進、そして日本にはまだ紹

介されていないニュービジネスやビジネスモデルの導入を図

ることを目的として設立されたものである。このセンターは

政府の対日投資会議専門部会（部会長：島田晴雄慶大教授）

とリンクしており、日本進出上において阻害要因と思われる

ものや中央省庁の手続きの遅れなどがあると、直接、この部

会で議論され、関係省庁の迅速な改善対応を求める仕組みと

なっている。したがって、日本市場に進出するにあって問題

が発生すれば、いままでのようにどこの省に持っていったら

よいのかわからないことも、いまではジェトロがその仲立ち

をもサポートしている。また、このセンターでは日本で会社

設立等営業所を設置するに当たっての準備作業サポートとし

て、インキュベーションルームを 50 日間無料で貸与、税理

士・会計士によるガイダンス、事務所レンタルにいたるまで

の紹介、さらには個別産業のマーケット紹介なども無料で実

施している。こうした政府・ジェトロの努力により外国人ビ

ジネスマンの不満も制度面では、以前と比べれば随分、改善

してきたわけで、ジェトロの IBSC センターに海外から寄せ

られる対日投資案件数は毎年 1 千件を超えている状況であ

る。まさに、ワンストップ・ショップ・センターである。

それではマーケットはどうか。日本の市場は最もデリケート

で掴みにくいといわれる。日本で成功すれば世界のどこへ行

っても成功するとも言われるほど確かに容易な市場ではな

い。つまり、厳しい消費者の選択、激しい競争、言語・商習

慣の違いなどから、アメリカ人にとってみたら、オーストラ

リアやシンガポールなどと比べれば確かに難しい面もある。

実は、こうした疑問に一つ一つ丁寧に応えてあげる人が必要

なのである。

日本マーケットの大きさは他の国とは比較にならないほど大

きい。日本の素顔は世界の人に知られているのだろうか。素

晴らしい料理、目を見張る芸術、そして自然豊かな各都市を

わかりやすく説明していく努力が求められる。また、1400
兆円とも言われる個人資産と高齢化が進む中での長寿化傾

向。そして、団塊世代の退職という状況は健康・福祉・介

護、医療、ロボット、レジャー、金融、教育、趣味などの分

野でとてつもなく大きな市場を生み出すとみられ、相当な新

規需要を想定できる。こうした、日本の社会構造の変化と世

界への連鎖への目ざめは市場自体を大きく変える。単にお年

寄りの数が増えたから日本は生産性が低下し経済は沈滞して

しまうなどと単純な見方を外国ビジネスマンはしていない。

むしろ、日本という単体の国家として考えるのではなく、日

本文化のグローバル化の進展と近隣諸国とのより素顔による

交流拡大の可能性という大きな資源を考えれば、日本は量的

な拡大でなく、質的な充実をまだまだ得られる時代を迎える

と考えられる。そのためには、対日理解の情報発信を日本の

各層が進んで行い、大きな誤解や小さな疑いを解いていく必

要がある。日本にはそうした動きを助けるソフトパワーの活

用はこれからであり、未利用の無形資産はたくさん埋もれて

いるのである。日本食や映画・アニメ・音楽の外国での人気

は私たちにそう語りかけている。（了）

＜著者＞                            

土屋敬三（つちや  けいぞう）

1950 年生まれ。東京都出身。1973 年立教大学経済学部卒。

2008 年 4 月まで、ジェトロ（日本貿易振興機構）ロサンゼ

ルス・センター所長。現在、ジェトロ大阪本部長。マレーシ

ア留学（マラヤ大学歴史学科）、スリランカ、サンフランシ

スコの海外駐在の経験あり。専門は外国企業の対日誘致活動

と異文化と経済の融合化問題。

＜この記事はエルネオス出版社発行のエルネオス誌 2007 年

7 月号と 8 月号に連載されたものです。＞
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LARK なんでもランキング

キャンパス内の好きな場所は？

１．4 丁目（もち 4 丁目、やっぱり何と言っても 4 丁目、で         

  ダントツ）

２．スズカケの道

２．5 号館（屋上の部活の練習場、下の 2 食、他）

２．9 号館（1 階のコモンルーム、9 号館裏、他）

２．本館（やっぱり一番立教らしい、本館の下、他）

デートスポットと言えば？（学生時代の）

１．横浜・神奈川（山下公園、鎌倉、厨子、葉山、他）

２．池袋周辺（周辺をぶらぶら、西池袋、サンシャイン横の公

園、300B、他）

３．ディズニーランド（クリスマスシーズンの・・・、他）

３．神宮外苑（神宮球場外野席、他）

４．お台場

好きな歴史上の人物は？

１．特にいない（ダントツ）

２．武田信玄

２．織田信長（短命で激しい生涯を送った人に惹かれるのか

も・・・、他）

２．源義経

５．以下バラバラ：真田幸村、日蓮上人、吉田松陰、ガンジー、

J.F. Kennedy、ジンギスカン、イエス･キリスト、明智光

秀、ダーウィン、ビル・クリントン、マリー･アントワネッ

ト、他

昔好きだった TV番組・アニメは？

１．銀河鉄道 999（これのみ共通意見が！）

１．ザ・ヒットパレード、シャボン玉ホリデー（強いて言えば

渡辺晋という共通点有り）

３．以下バラバラ：巨人の星、ムーミン、鉄腕アトム、

日曜競馬中継、もうれつアタロー、おにゃんこクラブ、

アルプスの少女ハイジ、宇宙戦艦ヤマト、他

好きな学食メニューは？

１．カレー（カレーライス、カツカレー、カレー蕎麦）

２．定食（朝定食、とんかつ定食、生姜焼き定食、他）

３．ほとんど食べたことがない・覚えていない（外食、お弁当、

他）

４．うどん（金欠になると鶏うどん、他）

５．以下バラバラ：カツ丼、中華丼、一食のメニュー、えびカ

ツ丼（みたいなもの）、スパゲティー、一食の BBQ 定食、

他

好きな女優・男優は？

１．カトリーヌ･ドヌーブ（2 票）

１．ショーン・コネリー（2 票）

３．以下バラバラ：オリビア･ハッセー、ソフィア･ローレン、

アラン･ドロン、三船敏郎、グレース･ケリー、ジェームス･

スチュワート、真矢みき、山本圭、水谷豊、広末涼子、リ

バー･フェニックス、ジョディー・フォスター、デンゼル･

ワシントン、ロビン･ウィリアムス、ジム・ケリー、ダイア

ン･キートン、山崎努、田村正和、浅野温子、竹中直人、大

沢たかお、ナタリー･ポートマン、ヘイデン・クリステンセ

ン、他

野球部員なんでもランキング

キャンパス内の好きな場所は？

１．池袋キャンパス図書館（すずしいよ。めっちゃ落ち着

く。）

２．新座キャンパスユリの木ホール（休めるから。お洒落

だから。）

３．池袋キャンパス 9 号館下の食堂（とりあえず野球部の

誰かがいる。）

～番外編～

第一食堂（歴史を感じる。）

デートスポットと言えば？

１．横浜・みなとみらい（ランドマークはいいと思われ

る。ここは譲れない。）

２．東京ディズニーランド（カップルが多くいそうだ

ら。）

３．お台場（誰と行っても楽しめそう。）

３．公園（ゆっくりできる。）

～番外編～

池袋（やっぱね。）

好きな歴史上の人物は？

１．坂本龍馬（高知が生んだ天才。）

２．フランシスコ・ザビエル（彼は神です。）

２．宮本武蔵（バガボンドに影響を受けた。頭を使って戦

ってる。）

～番外編～

べーブルース（偉大です。）

前田慶次（自分に正直だから。）

昭和天皇（顔が優しそうだから。）

昔好きだったアニメは？

１．ドラゴンボール（D.B.の知識は誰にも負けねぇ！。こ

の作品は永遠に不滅です。）

２．スラムダンク（アツい！）

３．ドラえもん（毎週見てました。）

～番外編～

魔法少女リリカルなのは（どれだけおもしろいか語った

ら、５時間はかかります。）

サザエさん（今も愛されています。）

好きな学食メニューは？

１．池袋キャンパス豚丼（二杯はいっちゃいます。意外と

うまい！）

２．カレーライス（カレー好き。）

３．新座キャンパス立教新座丼（から揚げがおいしい！）

～番外編～

サービスそば（本当にサービスしてくれる。）

オムライス（池袋キャンパス第一食堂の人気らしいです

よ。）

ジャージャーチャーハン（最もお腹にたまる食べ物。）

好きな女優は？

１．新垣結衣（やっぱかわいい。フツーにカワイイと思い

ます。）

２．相武紗季（最高です。）

３．長澤まさみ（静岡県民だから。）
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（野球部員 Cont’d）
～番外編～

（時期によって違う）

柴咲コウ（目としゃべり方が好き。）

中川翔子（オタクっ娘じゃダメですか？）

母の味と言えば？

１．肉じゃが

２．玉子焼き（世界で一番おいしい！！！）

３．味噌汁（赤みそ！、基本薄味。）

３．カレー（なつかしいです。）

～番外編～

コーヒー牛乳（いつも実家に帰ると作ってくれます。）

お好み焼き（実家でよく作ってます。うまいよ。）

「野球部なんでもランキング」は、立教大学体育会硬式野

球部オフィシャル HP に、その完全バージョンが掲載され

ています。

http://www.rikkyo.ne.jp/sgrp/yakyubu/

（LARK 会員 Cont’d）
母の味と言えば？

１．味噌汁（けんちん汁、少し濃いめの味噌汁、他）

２．玉子焼き（玉ねぎの入った玉子焼き、他）

２．おにぎり

４．きんぴら

５．以下バラバラ：母の作ってくれたもの、すべて！という人

もあれば、スイカなんてお答え頂いた人もいました！

＜LARK 会員 VS. 野球部員なんでもランキングについて＞

現役の野球部員約 100 名に対して、女子マネージャーが行っ

たアンケート「野球部なんでもランキング」の中から、LARK
会員と比較してみたら面白そうな質問事項を７つ選び、1951
年卒から 2006 年卒までの幅広い年齢層を誇る我が会員の中か

らランダムに 30 名の方にお答えを頂きました結果です。

正直なところ、我が LARK 会員から頂いた答えは、よくもこ

こまで！っと言えるほどに十人十色の結果でしたが、何とか上

位 5 位までは順位をつけることが出来ました。

御協力下さいました会員の方には、心からお礼申し上げます。

そして、ここに使用させて頂くことを、快く承諾して下さいま

した、坂口監督以下、野球部員、並びに、女子マネージャーに

お礼申し上げます。               編集担当

海外立教会から~ドイツ立教会会長 磯 洋子 “Happy Birthday, St. Paul’s International!”

LA 立教会の皆様に、ドイツからこのような形でご挨拶をさせていただく機会をいただき大変光

栄に存じます。ドイツ立教会のご紹介とともに、このたび LA 立教会の坂本副会長のご尽力により誕          

生した「立教会インターナショナル」の軌跡を、私なりにお伝えできればと考えております。ドイツ

立教会は 1982 年に砂田重民校友会会長がご来独のおり「デュッセルドルフ立教会」として結成され

ました。デュッセルドルフは人口 60 万足らずの中都市ですが、進出している日本企業は減少傾向に

ありながら、今尚 300 社以上もあり、6000 人以上の日本人が市内・近郊の町に在住しており、リト

ル東京ならぬ「ライン河畔の日本」と言われています。「ドイツ立教会」と改名しましたのはドイツ

のお国事情でもありますが、地方分権の歴史が長く、ロンドンやパリ、東京のような首都への一極集

中はしていないため、在住の校友もデュッセルドルフだけでなくフランクフルト、ハンブルグ、ミュ

ンヘンなど多くの都市に分散している事情を踏まえてのことでした。今ではスイス、オーストリアのドイツ語圏をはじめ、距離

的に近いオランダ、ベルギーなどの隣国にも領域が広がっているのが当会の特徴です。活動として、年に 1 回のクリスマス会

（定例総会）と夏場の BBQ パーティー、春には、アスパラをオランダに食べにいく遠足などもあります。このような親睦を中

心の活動を重ねていく中で、各都市に在住の会員には必ずしも恩恵となっていないドイツ立教会の現状に疑問をもつようになり

ました。「海外」にある立教会の存在意義、海外だからこそ母校に貢献できることはないのだろうかと、集まるたびに有志と話

し合いました。そこにいつのまにか芽生えた立教生としての誇りのようなものが、なにかエネルギーに変っていくのをひそかに

感じました。私自身、過去数年間にわたり校友会の地方支部会議・海外支部会議に出席させていただき、母体の校友会本部の役

割、活動にふれ、母校立教の発展を願う熱い思いを共有しはじめている自分に驚きました。海外から現役の学生たちにお手伝い

できること、あるいは母校立教大学に発信できることなどを考えるにつれ、他の海外支部の皆様の活動に深い興味を覚えるよう

になりました。そんな背景から、今年 4 月の会議で、支部代表の皆様との意見交換の場をもつに至りました。校友会への思い、

母校立教大学への思いは、さまざまなお国事情をかかえながらも熱きものであることが確認できた、大変有意義な会合となりま

した。このたび坂本計洋副会長のご尽力で産声をあげた「立教会インターナショナル」は、立教大学で過ごした時代と、日本

で、そして、海外で「立教で学んだこと(籍をおいたこと？)」、「立教学院ファミリーに育ったこと」を誇りに思う先輩・後輩

たちが縦糸・横糸となって織り成す、素晴らしい出会いの場になるだろうことだけは確信できます。  
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チキンガンボー(Chicken Gumbo)    
From LARK Blog Food Section      “ 暑い日にも、寒い日にも最高です！”           

材料（4～6 人分）：

サラダ油 3/4 カップ

小麦粉  3/4 カップ

オクラ  10 本を１～2 cm に切る（又は、冷凍の Cut Okra を 1 袋分でも良い）

玉葱   1 個（微塵切り）

ピーマン             4 個（日本のピーマンであれば 4 つに切ってスライス、日本以外

のベルペッパーであれば、8 つに切ってスライス）

セロリ  3 本（ピーマンと同じくらいの大きさにスライス）

ハラピーニョ 2 個（微塵切り・より辛くする場合には種もワタも入れる）

にんにく  3～4 かけ（微塵切り）

スープストック SWANSON のチキンブロス 3 缶（適当）

ベイリーフ 1～2 枚

ソーセージ   （出来れば Andlouie アンルーイというニューオリンズのソーセージを使いたいが、Hot Links でも大丈夫）3 個

を 1 cm 位の輪切り

鶏胸肉 （代わりにシュリンプでも良い） 2 枚（1 口大に切る）

Lee & Perrins のウィスターシャーソース（ウスターソース）  大匙 1～2
タバスコ  小匙 2（好みによりもっと）

塩・こしょう 適量

パセリ  適量（微塵切り）

ごはん  （タイ米のような長い米に、ワイルドライスを混ぜると良い）

作り方：

１． ルーを作る； 鍋にサラダ油と小麦粉を入れ、最初強火で徐々に弱火にし、こげ茶色になるまで丁寧に炒める。（かなり時

間がかかるが、完全にチョコレート色になるまで頑張る！）

２． １．のルーがチョコレート色になったらオクラを加え炒める。

３． 他の野菜も全て加え炒める。

４． 玉葱やセロリーに透明感が出てきたらスープストックを加え、一度沸騰したら塩少々（表面一面に振るくらい）を加える。

５． ベイリーフを加える。

６． それからしばらく、弱火でコトコト煮込む。

７． 野菜が柔らかくなったらソーセージ、鶏肉を加える。

８． ウィスターシャーソース、タバスコ、塩・こしょうで味を整える。

９． スープ皿に、ご飯をスープでたっぷりおおうように盛り付け、パセリの微塵切りを散らしてサーブする。

LA 立教会へのご寄付：故蓮沼一枝様御家族から、並びに、大角信夫・純子御夫妻よりご寄付を頂きました。

編集後記

このニュースレター「LA 立教会だより」も創刊 1 周年を迎えました。あっと言う間に、自分の打順が廻って来てしまい、とても

打席に立つ心構えが出来ておりませんでした。少々恐ろしくも思えた、このテンプレートを使っての編集を始めてみますと、1 年

前に、お手伝いさせて頂いた折に、気付かずに習っていたテンプレート上の操作方法が、まるで昨日のことであったかの様に、記

憶の表層部に残っておりました。それほどに、この 1 年が凄いスピードで過ぎ去ったのだと思います。去る 6 月 26 日にスタート

しました「立教会インターナショナル」のウェブサイトを通じて、これからは、「LA 立教会だより」は、世界中の校友の方々に

も読まれるようになります。今まで以上に、皆様からのご意見をお聞かせ頂き、又、ご指導頂けますようお願い申し上げます。

尚、水谷重男元会長（S30 英文卒）からの記事も予定しておりましたが、体調を崩され、現在療養中でいらっしゃいますこ

とから、次号（第 4 号）に掲載させて頂くこととなりました。

今回、ご協力頂きました土屋敬三様、ドイツ立教会磯洋子会長、立教大学野球部の皆様、本当に有難うございました。（坂本記）
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LA 立教会だより

                   立教大学校・築地明石町（1874 年）
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