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LA 立教会 50 周年を振返って
巻頭にあるように昭和 36 年(1961 年)に LA 立教会が発足しました。 LA にある大学同窓会組織としては立教会が
一番歴史があるということです。 この会の発足発展にご尽力いただいた会員の方に当時を振り返ってもらいながら
インタビューしました。 名簿番号 1 番から 5 番の五名の方です。
[野球とゴルフ]
立教の野球部は当時監督はいなかったのですが砂押さん
がキャプテンでした。先輩には吉村さん(朝日新聞スポーツ
記者)とか西郷隆盛の子孫(戦死)もいました。また砂押さん
の弟と同級生でした。戦績は常に最下位でした。 アメリカ
に来てからは日系 2 世や 3 世のチームに入り、毎日曜は
練習と試合でした。 土曜に飲酒で捕まると一泊お世話に
なり、日曜朝野球に駆けつけていました。 そういえば拘置
所で朝起きたら周りに女性が何人かいることもありました。
山越正太郎さん
今でいうニューハーフってやつです。日系人が多いサンフラ
ンシスコやストックトン・フレズノヘ遠征して私達のチームは
[父の会社に入社]
よく優勝してました。 ゴルフは週一回のラウンドと木曜日
1951 年に卒業して、父の会社である名古屋の貿易会社
のトーナメントの二回です。左足が痛いので歩くことはでき
「日本物産」に入社しました。 父は「山越機械」という製粉
ませんがカートに乗ってプレーするには不自由しません。
機の製造会社と安田火災の代理店という三つの会社を経
営していました。 私の就職した「日本物産」の名古屋支店
[好きになれない保険会社]
は瀬戸の陶器やティーセット・ディナーセットをアメリカに輸
1978 年高木さんの奥様が相原インシュアランスに働いてお
出していました。 「日本物産」は東京・横浜・神戸にも支店
り、日本語を話す人を募集していたのがきっかけで入社し
があり神戸ではクリスマス関連の品物や竹の釣り竿を輸
ました。 私は基本的に保険が嫌いです。今でも嫌いで積
出していました。 きっかけは LA から買い付けに来ていた
極的に保険を売り込むことはしません。 オフィスがリトル
アメリカ人から誘われて 1954 年に LA に来ました。 その
東京にあった当時は「堀川」や「東京会館」で飲んでいると
会社は「Pacific Import」といい社長は元 May Co.のバイヤ
お客さんが来て保険の話になり、自分は酔っ払っているが
ーでした。シアーズのメールオーダー部門と取引していて
その年のカタログに掲載されるとほぼ一年食べていけるほ 当時流行ったカクテルナプキンをメモ替りにして仕事をとっ
ていました。 相原インシュアランスが船越・伊藤インシュア
どの利益がありました。 三年後の 1957 年、社長が癌で
ランスと合併したのですが相原社長は頭が良くないので一
死んで会社を閉じました。日本に居た父は私に「山越機械
緒にやるということがどういうことか良くわからず結局抜け
の跡を継げ」とは一言も言いませんでした。 私は姉(故人)
てしまうのですが、私は船越・伊藤の方が落ち着いている
との二人姉弟です。 1960 年アイリッシュの会社「Mac
のでそのまま残りました。 Agent になって 30 年以上になり
Donald, Hull Import」に入社、1965 年に神戸に転勤となり、
ますが、社長には「いらなくなったらいつでもクビにしてくれ」
大阪万博の年に再度アメリカに戻ってきたが、翌 1971 年
と言ってあります。
貿易部門閉鎖で、家具部門へ誘われたが、断って失業保
険をもらいながらハワイで一年間遊んでいました。
[二度の手術]
2000 年 8 月に大腸がんの手術をしました。ある日突然赤
[LA 立教会設立]
い血便が出たのですが、黒い血でないから大丈夫だろうと
大角さんをはじめ 16 名が集まってリトル東京の「栄菊レス
しばらくほっといたままにしていましたが止まらないので大
トラン」にて第一回目の発足会が開催されました。 横山さ
きな病院を訪ね、そこの日系二世の医者に診てもらったと
んは JTB の方で日本へ帰国され重役になられたと聞いて
ころ「癌だからすぐ入院して切りなさい」と言われ、いろいろ
います。 内藤さんは都旅行社の人で現会員の内藤ジョン
な検査のあと手術を受けました。もう一つは 2005 年の「胆
さんとは別人で関係もありません。森下さんはこちらでの
石」の手術です。 これら二回の手術を経た今でもタバコと
野球で一緒だった人ですでに亡くなられています。西村さ
酒は止めずに続けています。
んは 4-5 年後輩で現在の消息は不明です。 村田さんは
私は若いときから今まで面倒くさいことや観光旅行は好き
私の同級生ですがその後の消息は不明です。天野さんは
ではありません。出張旅行は好きで、仕事の合間をみては
ペルー、ベネズエラと移ってベネズエラ人と結婚してベネ
遊びました。わりと自由気ままに過ごしてきました。行く先々
ズエラ立教会の会長または役員をされていたでしょう。井
上さんと村上さんはよく覚えていません。中村さんは LA 立 が良くなっていき、結婚もしたことがないので最近になって
親兄弟もいない状態で直系の親族が一人日本にいます
教会の会長をされた後リタイアされて五年前に亡くなられ
が、果たして自分の死後誰が面倒を見てくれるのかというこ
ました。
とが気になり出しました。これをどのように対処していけば
良いのかが当面の私の課題です。
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岡本守弘さん
[渡米と転職]
1961 年に商社から San Francisco へ駐在員として派遣さ
れました。 1963 年に帰国するまでの最大の出来事は
1963 年 11 月 22 日の「ケネディ大統領暗殺」でした。
その後入社以来お世話になっていた先輩が定年退社され
てしまったので私も 1970 年に辞めました。 若い人によく
言うのですが、「会社勤めをしていると 5 年に一回必ずチ
ャンス(転機)がくる。生涯勤めあげる時代だけど転職の最
後の機会は 40 歳だぞ」 転職というのはある程度の役職
を持って入社するわけですから元々いる下積みの社員と
の間に「ミゾ」が生じる。つまりある種の「軋轢」ですね。そ
の意味でも 30 代で入社すればそういう問題はあまりな
い。 ちょうどそのような時に、取引先の一つだった日本香
堂がアメリカ進出を計画していることを知って LA の友人の
強い勧めもあって社長や専務と話し合ってアメリカに行く事
を決めました。1971 年のことでした。
今度は LA で日本香堂を立ち上げるためにやって参りまし
た。 1960 年代、アメリカの黄金時代、良き時代を経験し、
既に結婚もしており子供も二人おります。
着任当時は何から何まで一人でやらなければならない、い
わばワンマンオフィスです。毎日毎日は大変だったけれど
も事務所を決め、銀行口座を開設し、家族のために家も手
配し、製品を売り込む。本当に「やりがい」を感じる日々で
した。 その当時 JBA は 250 社ほどの加盟のある団体で
発展途上にあったピークの加盟社数は 500-600 社です。
そのようなわけで中小企業の海外進出企業からは信頼さ
れ重宝がられました。
[LA 立教会入会]
1971 年に大角さんに初めて会って、中村睦さんが高校の
先輩でもあったので頼りがいのある存在でした。私は生来
ツキを持っていまして、港湾ストライキ(ロングショーマン)が
始まってしまい半年続きました。 おかげで商品を売りたく
ても無いのでマーケティングにじっくり専念できました。 か
ばんにサンプルとかカタログを詰めて日系や中国系の店
をそれこそ door to door で回っていました。勿論アメリカ人
には線香はわからなかったがデモをしている時、匂いを嗅
いだヒッピーがマリファナを吸っていたその匂いを消すの
に使い始めました。 さらには部屋の匂い消しや犬を飼っ
ている家は犬の匂い消しに使い始めた。 アメリカはメー
ルオーダーが主であるがメーカーが直接小売する方法は
ずっと後になってからです。 お香のセールスで一番印象
に残っているのは「お香のセレモニーをやろう」という企画
が持ち上がったことです。

まず国連本部で「国連に優雅な香り」と題してコロンビア大
学のカーン教授が紹介してくれました。 地元カリフォルニ
アでは UCLA・UC Berkeley の二箇所で行った。 特に LA
では Beverly Hills の Beverly Wilshire Hotel に総領事をお
招きして行いました。 さらに Neiman Marcus でデモをした
ところ「いい香りがするのでどこで売っているのか?」とか、
販売員の間からは「この匂いが強くて頭が痛くなってくる」
といった声が聞かれ、結局マネキン代の方が高くついてし
まいました。ニューヨークは社長の弟がコーネル大学に留
学していて大変苦労していた。車に商品を積んでシカゴま
で売り込みをしていました。 アメリカ以外にもヨーロッパや
南米でも販売しています。 しかし日本を 100 とすると海外
は 1-2%でせめて 10%台に上げてほしい。そうでないと貿易
部の採算がとれないと言われてしまいました。
デパートでの販売が順調に展開していた頃、日本から三
越・高島屋の社員が海外研修として視察に訪れ、その後
三越日本橋本店の化粧品売場で「お香」を販売するという
「逆輸入現象」がみられました。 映画女優ジェーン・ホン
ダが伽羅の香りの香水を身体につけて被れてしまったとい
うクレームがありましたが、「伽羅はナチュラルなものです
ので時間が経てば治りますよ」と答えて事なきを得たこと
がありました。
[フロリダでレストラン経営]
1980 年に LA 立教会の会長になりました。 パーティのお
土産にお香のサンプルを提供したこともありました。「立教
大学は今」というビデオ撮影隊が来られたことがあり、私と
同級の総長室長の足立さんが「LA に岡本がいるから」と
いうことで来られ、当時 30 人ほどの会員達が我が家に来
て立教の旗を振って校歌や応援歌を唄ったものでした。
日本香堂の本社は銀座(松屋の前)で、先代の会長がしゃ
ぶしゃぶとすき焼きの店、銀座らん月をオープンして、地下
-5 階をレストラン関係、6 階から上を本社としました。
その会長から三回プッシュされ 1989 年 LA 立教会の会長
を辞めてフロリダオーランドへ行く事になりました。
お線香とお香しか知らない私がレストラン経営、どうなるこ
とかと思いましたが、神様は運を見放さず 300 席以上の舞
台付きのレストランは一年中コンベンションが開催され、日
本からの観光客や展覧会参加者が増えてきて、昼夜を問
わず繁盛して全米でもっとも成長率の高い街となって 3 年
間の約束だったのが 5 年間となったので後任を若い人に
託して LA へ戻ってきました。
現在は東京とアメリカを行ったり来たりの生活です。LA に
来る楽しみの一つは立教会の皆さんにお会いすることで
す。若い子供さんがいる会員さんが増えてきたことからマ
ジックを立教会の席で披露することがあり、子供達からは
「このおじさんはいい人だなあ」と思われ私のまわりにまと
わりついてくることが度々あったことを思い出します。
老境に入りいつまで持つかわかりませんが、この会の発
展は常に願っております。
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の事務所に移転するといった策をとり、2002 年、70 歳でリ
タイアしました。

杉田勝利さん
[渡米]
卒業後銀行に入行して「金融機関のお金の流れ」について
勉強したいと思っていたが、貸付を担当していた先輩が 10
万円の焦げ付きを作ってクビになってしまった。
それを見て嫌気がさして三年で退社しました。 その後自
分で商売をしていたときに、小豆島の「丸大味噌」という会
社のアメリカ現地法人を面倒みてくれないかと言われ、
元々行く気はあまり無かったんです。家内の親戚の人がノ
ースウェストの CA をしていたのが縁で安いエコノミーチケ
ットを買って機内に入るとファーストクラスに案内してくれた
のを覚えています。1971 年に直行便でシアトルに着いてソ
ルトレイクへ乗り継いで来ました。 そこで味噌を作り販路
を開拓することが主な仕事でした。 しかしながら 6 年間頑
張ったが先行きの見通しが立たずに権利を商社に売って、
息子が 1977 年にシアトルの大学に入学したのを機会に同
じく引越しました。 私は父親として息子を一人立ちさせよ
うと思っていましたが家内が子離れできずに付いて行きま
した。 カークランド市の 4 万 sqf の土地に 6,600sqf の建
物を建て「Japan House」というレストランを開業しました。
[息子の死]
レストラン経営は順調に行ってましたが、三年後の 1980
年に息子が UCLA の大学院に行きたいと言い出し、この
時も家内が同行することを強く主張したためにレストランを
売却し LA へ引っ越してきました。
翌年の 1981 年に息子が首に異物ができ、取り除いた後
の経過が悪く残念ながら亡くなってしまいました。 自分も
大変ショックでしたがそれ以上に家内が落ち込んで、一人
で家に置いておけない程だったので、一時的に仕事も手に
つきませんでした。 そうこうしているときに、ニュー明治マ
ーケット(ガーデナで唯一の日系マーケット)、現在の
Pacific Square Mall にあるマルカイの前身の山田さんか
ら、是非手伝ってほしいと懇願され、条件として過去の決
算報告書を分析させてほしいと切り出し、その結果一年後
に店を畳んで解散するよう勧めたレポートを作って自分も
退社しました。
その後「Project 7」という会社を設立し、不動産だけでな
く、建設会社、ファイナンス会社と三つの機能を一つにした
組織形態の会社にしました。 当時バブル景気の時流に
乗り急成長し、売った物件の内装工事や改築を建設部門
が請け負い、資金面ではファイナンス部門がローンを引き
受けるというトータルサービスの会社として順調に運営し
ていました。 しかしバブル景気は長く続かないとみるや、
会社の規模を縮小して三社をそれぞれ独立させ安いレント

[Paul Rush 先生との思い出]
予科の最後の年に、入学書類の年齢を誤魔化して 9 月編
入で入学したが、そのことが後でバレて退学も覚悟してい
ましたが、サッカー部の部長、中川教授のお陰で上手く取
り計らってもらいそのまま通学できるようになりました。
サッカー部では先輩に灰田勝彦さんがいて、晴彦兄弟が
経営する自動車屋へ寄付の御願いに行って金庫ごとポン
と出してくれたのを覚えています。 もっとも大したお金は
入っていませんでした。(笑) 下宿は三軒茶屋から吉祥寺
に移りました。 級友と共に Paul Rush 先生の広大な家で
ご馳走してもらったり先生の話を聞いたりする機会があり
ました。 アメリカに来る事になって神戸の領事館へ行った
ときに Paul Rush 先生に似ている人がいるので聞くと従弟
だと言うのでその場で東京の先生に電話して久しぶりに話
をしたことを、見ていた従弟さんが私の素性を理解してい
て何も質問せずにビザを発給してくれました。
[立教を選んだ理由]
「立教ボーイ」というおしゃれでハイカラで垢抜けた雰囲気
が気に入ったからでしょうかねえ。 ある日仲間の一人が
麻雀屋にあったビリヤード台の緑のラシャを破ってしまい、
店のオーナーから「修理代として 3,000 円を払え」と言われ
て、それを聞いた私は、4,000 円の持ち合わせがあったの
で、3,000 円を払ってその台の残りのラシャをメチャクチャ
に破り捨て「二度とこんな店に来るものか!」と言って出た
後、学生達も寄り付かなくなりついにその店はつぶれてし
まったということでした。 学生時代によく通っていた昼メシ
を食わせてくれる「外食券食堂」が二又交番のすぐ近くに
あってアメリカから戻ったときに約 30 年ぶりに訪ねて中に
入ったところ前からいたおばさんが「杉田さんでしょ」って声
をかけられ本当に鳥肌が立つくらいに背筋がゾクッとして
感激したのを覚えています。
立教会に入ったのは、ある日福井葬儀社の会葬で大角さ
んと会いお互い立教出身ということからです。
[リタイア後の生活]
リタイアしてから血圧とコレステロールが異常に高くなり検
査すると 8cm の動脈瘤が見つかり、2004 年に Dr.
Cooknan という専門医を紹介され手術を受けました。
2005 年には肺がんになり 6 日間入院して肺を取り出し癌
を摘出した。 タバコと酒はやめているが、今でも心臓近く
に動脈瘤があり手術ができないので毎日薬を飲み食事に
も気を配っている。 というのもいつ何時急に意識がなくな
って病院に運ばれても良いように、症状・医者の連絡先を
書いたメモを常に携帯し必要以上に他人に迷惑をかけな
いように心がけている。 気圧の関係から飛行機には乗れ
ない。 40 年を超えるアメリカ生活に悔いはなく本当に良
かったです。 懐の深い様々な考え方を受け入れてくれる
ところとか自分の決断してきたことが間違ってなかったこと
を有難く感じています。
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大角信夫さん、大角純子さん夫妻
[LA 立教会設立]
私は父方の大伯父を頼って 1955 年にデンバー大学へ留
学。 1957 年大学を二年間で卒業して妻純子と結婚。
1960 年に知人の紹介で LA の福井葬儀社に入社してカウ
ンセラーとして仕事をしていた。 1961 年にエバーグリーン
墓地でサービスをしていたときに会葬者の中に胸に立教
のバッジを付けている人を見つけたのが 1941 年経済卒の
小黒ロバート博さんでした。 小黒さんはアメフト出身でし
た。 小黒さんが 1937 年商科卒の大田ジェームス次男さ
んと同じく 1937 年経済卒の Chen ロナルドさんの二人を紹
介してくれました。 Chen さんはボクシング部で Paul Rush
先生の家でコックをしながら学生生活を送っていたというこ
とです。 その他に 1938 年経済卒の高木アレックス芳郎さ
ん、彼はラグビー部出身で父親が日本人、母親はイギリス
人です。 5 人集まったことろで最初の会合を開くにあたり
加州毎日や羅府新報に広告を出したところ山越さん、内藤
さん、中村さん、横山さん等 16 名が集まってくれまして LA
立教会の発足式を 1961 年 3 月 15 日に「栄菊レストラン」
にて行うことができました。 2002 年まで福井葬儀社に勤
務しておりました。 良き先輩や後輩に恵まれ立教会が現
在でも続いており、50 周年を迎えることは大変喜ばしいこ
とであります。
[LA では最初の大学同窓会]
当時会長は Chen さんがされていましたが会合の連絡係
や会の運営管理は私が一人でやっていました。 「立教の
同窓会」が LA 地区での日本の大学の同窓会の一番最初
であったことは特筆に値します。
一年に二回のペースで家族ぐるみの参加でビーチに行っ
たり、会長または会員のお宅で BBQ パーティをやったりで
す。
一番の思い出はバスをチャーターしてパームスプリングス
に行ったことです。 ホテルニューオータニの姉妹レストラ
ンでパームスプリングスの支配人をしていた故阿部孝之さ
ん(1969 年経済卒)のところで昼食兼立教会を開催した。
当日の 9 時に福井葬儀社の駐車場に集合して 30 名ほど
の会員とその家族が参加した。 おつまみとビール、ソフト
ドリンク等を持ち込んで一路パームスプリングスへ向かっ
た。乗ったらすぐにビールを飲んである人は話し込み、あ
る人は眠ってしまい、山越さんは一人ウイスキーを飲んで
いた事を鮮明に覚えております。 最初にサンジャシント山
にケーブルカーに乗って頂上へ行き約一時間後に下の街
の阿部さんがいるレストランで立教会を行いました。

[立教会の旗]
必ずしも毎年ではないのですが 2-3 年に一度総長一行が
聖公会の年次総会を兼ねて LA にも立ち寄ってくれており
「LA 立教会」に旗がないことに気付かれて日本から送って
くれたのが発端です。 そのときの総長名と何年だったか
は忘れました。
[放送局入社の夢]
50-55 年前は人口が今より少なかったし人種差別も激しか
った。黒人はテレビに出られなかったことを覚えています。
そもそも私はテレビのプロデューサーになりたかったので
す。 NBC(CH4)のメンバーの一人がデンバー大学の教授
となっていて、選挙キャンペーンの報道をしていた授業に
出ていたこともありアメリカの放送局に入社できたらと色々
あたったが全く相手にされず「無しのつぶて」でした。 その
うち結婚し、子供ができ、生活のために働かねばならなくな
りました。 一方で日系人に葬儀社のディレクターとしてお
世話する仕事が次第に楽しくなってきました。

[現在の体調]
2010 年 1 月に胸にペースメーカーを埋める決心をして手
術しました。 水泳やゴルフのように手を上げる動作は出
来ませんが、あとは快適です。 「耳鳴り」は今でも鳴って
いますし治りませんので慣れですね。 サンタモニカに行っ
たときに急に鳴り出しました。当時の主治医 Dr.入江が「厄
介な病気になりましたね」と言われました。 脳神経から来
る音であって耳が悪いのではありません。
[アメリカの魅力]
とにかく広くて懐が深い国です。 その国を知る為には大
いに旅行されることをお勧めします。 自分で運転するのも
良いですが、汽車やバスの旅もお勧めです。 TAUK Tour
というのは朝 8 時半にホテルを出発し夕方 4 時には別の
街のホテルに到着するというスケジュールで、10-14 日間
のゆったりした日程が組まれています。
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元会員ご紹介
50 周年記念号に、以前立教会におられた会員の方
からも近況を知らせていただきました。

5.

1,卒業年度、学部 2、学生時代に打ち込んだことや思い
出 3、仕事 4、渡米時期・理由 5、良い思い出、辛い思
い出 6、LA 立教会への入会時期、印象に残る出来事

6.

七條 均さん
1 1972 年社会学部観光学科卒
2 思い出と言っては何ですが、3-4 年のときは学園
紛争が激しい時期で休講が続きろくな勉強もせず
卒業した(させてもらった?)ことでしょうか
それでも立教時代のさまざまな経験は未だ現役
で仕事させていただいているのも学府のお陰と感
謝致しております。
3. ホテルニューオータニを 61 歳で退職し、現在はホ
テルモントレ株式会社に再就職、ホテルモントレ
横浜(旧ザ・ホテルヨコハマ)の総支配人をやらせ
て頂いており 2 年目になります。
4. ホテルニューオータニの LA 営業部長として 1997
年頃に赴任し 5 年間ほど LA 勤務でした。
5. 家族、妻、子供 3 人で赴任していました。子供の
学校の関係で米国のコミュニティ活動に参加で
き、その経験が活かされ息子達は大学受験も英
語にあまり苦労も無く入学できたことや、妻も福岡
市役所国際交流課でアトランタとの姉妹都市の関
係の仕事をしています。 米国での様々な経験が
今に活かされていると思っています。 今になって
思うとつらい思い出があったかもしれませんが、
それも良い思いに変わったんじゃないでしょうか。
6. 赴任してからすぐですから 1997 年頃でしょう。 ク
リスマスパーティは思い出に残っています。何度
か参加させて頂き LA で校歌を歌った思い出は今
も覚えています。

1.
2.

3.

佐野 進さん
1. 1973 年法学部法学科卒
2. 1 年時は学園紛争でほとんど授業なし。 就職は
3 年時に内定(浅間山荘事件の頃)したため、4 年
時はほとんどバイト。 だから大学は正味 2 年で
卒業したも同然でした。 大学紛争のお陰で卒業
単位の獲得が容易になったと聞いています。
3. 卒業と同時に生命保険会社に入社。 今年の 2
月で無事定年となりました。 現在は出向していた
会社に継続して勤務しています。
4. 勤務していた生命保険会社の LA 駐在員として、
1982 年 12 月から 1989 年 3 月までいました。
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気候が日本と比べて格段に過ごしよく、ゴルフを随分
と楽しめたこと。その他良い思い出ばかりです。 武井
さんと一緒に仕事をさせていただいたことも、非常に
懐かしく良い思い出です。 つらいと思ったことはあり
ません。
どのようなきっかけで入会したのか覚えておりません。
おそらく武井さんに教えていただいたのかと思いま
す。 最も印象に残るのは、大学対抗ゴルフ大会に諸
先輩方と参加させていただき好成績(2 位?)を収めたこ
と。
宮野 陣さん
1998 年法学部卒。男子ソフトボール部
ソフトボール部は体育会には参加が認められず(当時
は一切の新規活動が認められていませんでした)、同
好会として東京都ソフトボール連盟に所属。 3 年より
チームマネージャー、学連として試合運営に従事。上
位部に上がりたい一心で毎日を過ごしていました。
また高校時代からの夢であった留学に向けて学業、ア
ルバイトに励み、朝一番の授業から、練習、夜は終電
間際のバイトという生活を送りました。 一年間の交換
留学を経てカリフォルニア州立大学フラートン校大学
院に進学しました。
大学院にて Communication (Public Relations)を専
攻。卒業後アジア系アメリカ人へのマーケティングを専
門とする総合広告代理店 InterTrend Communications
へ PR/Event Specialist として入社。金融、電話通信
会社、百貨店など米国大手企業のイベント・マーケテ
ィングおよび各種言語による PR 活動の企画立案、メ
ディアプロモーションなどに従事しました。その後日系
クリエイティブエージェンシーとして、米国市場進出、
積極展開を目指す日系企業へのマーケティング・コミ
ュニケーション業務を提供する Ys and Partners に転
職。積極的な情報収集を元に、クライアントに最も効
果的なマーケティングプランを立案、遂行しました。
Multicultural Direct Marketing を経て 2007 年 10 月に
帰国。同年 11 月より DDB Japan にて Communication
Supervisor として海外政府観光局、ホテルなどのクラ
イアントサービスに従事。2009 年からはグローバルで
も包括業務契約を結ぶエクソンモービル社専任とし
て、年間プランの策定、予算管理、各種コミュニケーシ
ョン、販売促進プロジェクトなどの進行管理を行ってい
ます。

4

5
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中学 2 年生のときに、初めて LA を訪れ、その大きな
青空と開放感が強く印象に残りました。ユニバーサル
スタジオだったと思いますが「人を楽しませる」というサ
ービス精神、エンタテイメントに強く惹かれ、子供心に
何か広がりを感じました。 「いつかアメリカへ」という
ゴールを達成するつもりが「もっとアメリカで」に変わ
り、大学時代の同期が「社会人になってから駐在や
MBA などでアメリカに行く」と言って就職活動していま
したが、「そんな上手い話はない」と思い「後悔しない
選択」としてアメリカ大学院留学を決めこちらに渡りま
した。
母国を外から客観的に見られること。日本の良さ、美
しさ、家族の思いやりがいかに大切かわかったことで
す。 何よりもアメリカが教えてくれたことは「自分次第
でどうにでもなること」。つまり自分しか頼れない厳しさ
と、全ては自分で切り開く、創り出すことができるとわ
かったこと。 辛かったことは、母が病気になったとき
に何もできなかったことです。 遠く離れてしまったこと
を何よりも後悔しました。
1998 年入会で私の上は 10 年以上離れた出相さんで
久々の若者として大変親切にしていただきました。
根無し草でない「立教大学」というルーツを持てたこと
が幸せでした。 今でも思い出すのは大角元会長のウ
イットに富んだスピーチ。 とある新年会後、駐車場の
チケットバウチャーが配られ、どなたかが「もしパーキ
ングのセキュリティがこのバウチャーのことを知らなか
ったらどうしましょう」と質問されたときに「そのときはこ
う言って立ち去って下さい。 Forget about it!」爆笑で
した。さすが海を渡ってこられたバイタリティはすごい
と。切り抜ける力と言いましょうか(笑)。いつもそんな機
転とウィット、バイタリティを持ち続けたいものです。
いつか完璧なタイミングで Forget about it!と言って立
ち去れる日が来ますように。 私が過ごしたアメリカで
の 10 年間は立教会の皆様に支えられての時間でし
た。日本に戻って「10 年もアメリカで!」と驚かれること
もまだしばしばありますが決して独りだったわけではな
く、暖かい立教会の方と過ごすことができたからこそ
のことです。

この夏、なでしこサッカーに我々日本人は元気をもらい
ました。 立教女性の活躍も素晴らしいものがあります。
LA 立教会に所属する若い世代の方のアドバイスや何
かのきっかけになればという企画で今回はお二人の女
性校友の卒業後の今までの歩みを語ってもらいました。

梅田ポールマン敦子さん
LA 立教会では米国で長くご活躍されている大勢のご先輩
方々また後輩の方のお仲間に入れていただき、創立 50
周年を記念すべくニュースレターに寄稿させていただく機
会をいただき、たいへん光栄に思っております。
大学院留学のため渡米したのは 17 年前の 1994 年 8 月、
大半の方々と同様これまでに振り返る時間がほとんどなく
忙しく過ごして参りましたので、この寄稿は私にとり、どん
な 17 年であったのか、考えさせられる良いきっかけにもな
りました。そして書き始めるにあたり、ハーバード大学デザ
インスクール同窓会、並びにハーバード大学創立 375 周
年記念イベント出席のためボストンに偶然にも滞在し、在
学生と共に時間を過ごし、ここでの大学院生時代を思い出
すことは多少なりとも寄稿の内容に影響を与えることにな
ったと思います。
1984 年、立教大学経済学部経済学科卒業と同時にノース
ウエスト航空に就職、幸いにも世界をただ同然に自由に旅
する機会をたくさん与えられ、旅先々でさまざまな建物に
ふれ、次第に建築に興味を持つようになりました。成田空
港勤務を経た後、1987 年東京営業部に異動、その後仕事
をしながら東京理科大学 2 部建築学科に通い始めまし
た。立教大学時代から海外に住みたいと夢見ていました
ので、建築のため大学院に留学すれば夢も叶えられる、と
考え始めました。ノースウエスト航空就職後 10 年半、十分
な仕事をすることができた満足を得ると同時に、東京理科
大学 2 部にて建築学士を修得し、1994 年 8 月渡米しまし
た。その当時ノースウエスト航空では東南アジア諸国を含
める東洋支社全域の土地建物を扱う部署におりましたの
で、担当するオフィスの工事が終了するまで退職すること
ができず、まずは 2 週間の有給休暇を取り、大学院が始
まる前日に渡米、ホテルに滞在し、ペンシルバニア州ピッ
ツバーグのカーネギーメロン大学での留学が始まりまし
た。2 回ほど仕事のために帰国したのに、2 ヶ月後に正式
退職、100 パーセント大学院生となりました。1996 年 1
月、カーネギーメロン大学院卒業に十分なクレジットがあり
ましたので、卒業以前にマサチューセッツ州ケンブリッジに
引越し、MIT とハーバード大学大学院でのアドバンススタ
デイを始め、1997 年 6 月ハーバード大学卒業の日を迎え
ました。
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14 年後の今日、ボストンに戻り、コメンスメントが行われた
同じハーバードヤードに立ち、卒業まで倒れたら元も子も
ない、生き延びなければ、といつも自分に言い聞かせなが
ら寝ずに勉強してきたこと、そして卒業して仕事を始めたら
楽になれると期待したこと、などいろいろ思い出しました。
コメンスメント当日は全卒業生がそれぞれの建物から公共
道路を横断し大学の中心であるハーバードヤードまで行
進するため、大学周辺道路は一時的に全面クローズ、バ
スも乗用車もタクシーも行進が終るまでストップ。「とんだ
迷惑だときっと怒っているでしょう」と申し訳なくなり、行進し
ながらそっとタクシーの乗客に目を向けると、車の中から
大きな笑顔で拍手を送ってくれているのが見えました。バ
スに目を向けると中には席を立って拍手をしてくれる乗客
もいました。
ハーバード大学のスクールカラーは血の色に近いクリムソ
ン。それにはきちんとした歴史があるのですが、血が出る
思いで勉強をしないといけないのでクリムソンになったとい
う冗談があるほど。確かにそういう思いで勉強したから迷
惑の怒りではなく笑顔とこの拍手を送ってくれているのだと
思うと、とんでもなく大きなことを達成した気分になり、行進
しながら涙が出てきました。
ところが、卒業後就職活動を始めると同時に、今まで一度
も考えたことのなかったことに突き当たりました。卒業し仕
事を始めたらもっと楽になれる、大きな間違いでした。学生
のときはこちらが大学に多額の授業料を払うので、ある意
味では学生は大学からサービスを得る立場であるので
す。しかし、外国人としてアメリカ人と同様に仕事をしようと
した場合、角度を変えて見ると、私のためにアメリカ人一人
が職を得られないということになるのです。そのために、外
国人を採用する会社は H-1 という就労ビザ申請と共に、
なぜ外国人を採用しないといけないのかという込み入った
理由を提示しないといけないのです。1990 年代には多くの
日本企業がアメリカを退去または縮小政策をとり、引越し
先のニューメキシコ州も日本との関わりはほとんどなく、日
本人であることの優位性は皆無に等しいものでした。就労
ビザの申請はアメリカで就職活動をされた方は皆さん経験
されるように、とても複雑なもので、特に日本との関わりの
ない企業では日本人を採用するために喜んでそんなこと
に時間と費用をかけてくれる会社などないのです。そんな
中で私が会社にとってなぜ必要なのかということを提示
し、就職した後も、常にそれを提示していかないと、いつア
メリカ人に取って代わられるかわからないのです。よい仕
事をするだけではなく、それ以上のこと、つまり会社の期待
を予想以上に大きく上回る仕事をしていかないといけない
のです。学生の“お客さん“の立場がとても懐かしく感じら
れました。

大学院時代に出会った日本からの留学生には 2 種類の
日本人がいました。企業から送られ 2 年で修士を取ると自
動的に日本に帰国する人、個人で留学し卒業後は帰国ま
たは在留の選択のある人。在留を選択した少数の日本人
友人のほとんどが就労ビザの問題でやむを得ず帰国した
中、幸運にも私は 6 回の就労ビザ更新を乗り越え、2008
年末 6 年の申請期間の後永住権を取得しました。不動産
投資会社のアナリストから始まり、不動産会社のアナリス
ト、そしてヘッドハンテイングで競争会社のアナリストに至
るまでの 11 年間のことです。その間、仕事をキープしない
といけないことを理由に、東京に住む父の最期は帰国せ
ず、取り返しのつかない大きな間違いもおかしました。今
本当の意味でアメリカでの自由、ハーバード大学院卒業の
ときに感じた、卒業したら少し楽になれる、やっとその少し
楽な生活がやってきたように感じています。
渡米から 3 年後大学院生を終えてアメリカのことはたくさ
んわかっていると思っていました。仕事を始め、これまでア
メリカのことで知っていると思ったことがどんなに小さかっ
たか気がつきました。渡米後 12 年、アメリカ人の部下を持
ち、部署のやりくりをしていく立場になり、アメリカの文化を
意識せざるを得なくなると、益々今まで知っていたと思って
いたことが小さく見えてきました。何十年もアメリカに在住
されていらっしゃる大先輩の方々からすれば私の 17 年は
とても短い時間だと思います。
小学校卒業作文で、大人になったらいろいろな国に住みた
いと書きました。小さい子供では珍しいことではないと思い
ます。まずはアメリカ、それからフランス、イタリア….. 子供
のときはどうやって生計を立てていくのかを考える必要が
ないのでいろいろな夢がふくらむものです。今も同じ夢を
持ち続けていますが、次の国に行く前に、今住むここで、も
うこれで十分達成したという充実感を持ちたいものです。
渡米 17 年後も今まで知らなかったアメリカの文化を発見し
たり学んだりし、もう十分と思える日がいつか来るのでしょ
うか。
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澤田暁恵さん
「二度目の挑戦」
私がアメリカと関わりを持つようになったのは、産まれて数
ヶ月の頃だった。 父の仕事の都合で、家族 4 人でニュー
ヨーク州に 4 年ほど滞在したことを家族から聞いた。だが
残念なことに、この頃の記憶は私の中には全く残っていな
い。その後、私は日本の子供達と同じように中学校まで日
本で生活を送った。そして中学 3 年生の冬、私は仕事の
都合でミシガン州に住んでいた父を頼って、再びアメリカへ
渡り、公立高校に入学することにした。なぜかといえば、一
つの理由はアメリカの高校には入学試験がなかったこと。
日本で高校受験を免れた私はとてもラッキーだった。そん
な浮かれた気分もアメリカに来てみて吹き飛んだ。英語が
全く分からず転入した現地校では、勉強に追いつくことと
周りの環境に慣れることが想像していたよりずっと大変だ
った。それでも、元来負けず嫌いな私はここで奮起、高校
のクラブ活動に参加し、猛勉強でなんとか学年の平均以
上の成績がとれるようになった。しかし、結局のところ自分
にとっては、日本語を話す方が楽だったので、時間ととも
に日本人の友人と過ごす時間の方が多くなってしまい、思
ったほど英語を学んだとは言えないのが心残りだった。
高校卒業にともないに日本に帰ることにした。帰国子女枠
という有り難い制度を使って、立教大学に入学することが
できた。ここでも私はラッキーだった。 大学卒業後は、苦
労して身につけた英語が日本社会ではとても評価され、そ
れなりに満足できる仕事につくことができた。とはいって
も、たいして意味のない残業に接待、あるいは飲み会、ク
ラブかカラオケ。終電かタクシーで帰宅し、深夜、就寝。そ
のパターンの繰り返しの毎日だった。会社も私生活もメリ
ハリのないお気楽 OL 生活になにか特別不満という訳で
はないけれど、充実しているとも言いがたい日々だった。

自分なりにアメリカで成功する方法を考えてみた。そして、
思いついたのがグラフィックデザインだった。自分の好きな
デザインの分野であれば、勉強も苦にはならないはずだ
し、スキルで勝負できるので、アメリカ人と対等に戦えるの
ではないかと思った。それまでの OL 生活で蓄えた貯金で
授業料が払えそうなグラフィックデザインの学校を探し、そ
の中からなんとか予算内でまかなえそうな UCLA
Extension を見つけたのだった。29 歳の私はグラフィックデ
ザインを学ぶために再びアメリカに渡った。気楽でお金に
不自由のない OL 生活から一転、400 ドル食費込の荒れ
た学生寮で年下の人たちと部屋をシェアする生活は決して
楽ではなかった。なんとか 2 年後、サーティフィケーション
プログラムを終えた私は、いよいよ仕事探しをすることにな
った。ここからが本当の勝負だ。仕事を獲得するためなら、
考えられるどんな方法もとってみた。学校に来るゲストスピ
ーカーやクラスの先生はスタジオやデザイン事務所で働く
現役のデザイナーが多いので、彼らとコネクションを作る
努力をした。アーティストが作品をアップするサイトを調べ
てはすべてのサイトに自分の作品をアップした。職探しの
サイトももちろん毎日チェックした。アーティストのエージェ
ンシーにはすべてに登録した。映画やテレビのポスターデ
ザインに関するウェブサイトを調べ、100 件以上のデザイ
ン会社に電話やメールで連絡し、クリエイティブディレクタ
ーの名前やメールアドレスをなんとか聞きだすことができ
れば、履歴書と作品集と自分のホームページのリンクを一
方的に送ってみた。その後、フォローアップの連絡も相手
に嫌がられるまでした。現地のキャリアフォーラムが開催さ
れれば足を運んで、自分の作品の説明をしながら、作品
集と名刺を渡しながらブースを回った。あれほど、恥を捨
て、アメリカ人を相手に、自分を売り出すことに力を注いだ
のは、私の人生で始めてのことだった。私の中では、日系
の会社ではなく、どうしてもアメリカの会社で自分を認めて
もらいたいと気持ちがとても強かった。なぜだろう。心の底
には、高校生のとき、日本人コミュニティーに逃げ、卒業と
同時にアメリカでの生活を諦めてしまったことへの後悔が
わだかまっていたのだと思う。その後悔に押されて、私は
自分の作品を抱えて突き進んだのだ。

そんな頃、自分の人生を見つめ直すようになった。私は、
自分に誇れる毎日を送っているのだろうか？このまま、10
年後、20 年後、若かった自分を振り返り、後悔はしないだ
ろうか。中学生まであまり勉強もせず、幸い高校受験を免
れアメリカに来たにも関わらず、英語の勉強も中途半端
で、日本人と過ごすようになり、大学は特別枠で入学し、社
会人になってからは会社に流され、時間があっという間に
過ぎていく。楽だった。楽だったからこそ、人生に不安を感
じてしまった。それなら、今までの後悔を踏み台にして、高
校のとき逃げてしまったアメリカでもう一度、挑戦してみよ
うという結論に行き着いたのだった。
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努力が少しずつ報われ、面接の機会を得る事もあれば、
徐々に仕事も入るようにもなった。大きなきっかけとなった
のは、化粧品のロゴ／パッケージデザインである。バーニ
ーズ NY やセフォラで販売するブランドを手がける某化粧
品会社の社長が私の作品をネットで見つけ、連絡をくれ
た。その会社の製品のロゴとパッケージを手がけることに
なったのだが、自分のデザインが全米の店で売られ、ファ
ッション紙などに掲載されたときの感動はとても言葉では
言いあらわせない。その会社ではいくつかのブランドのパ
ッケージデザインの仕事も受け持った。また、この会社の
関係者のつてで他の化粧品会社からの依頼も入るように
なった。その数年後、これらのデザインの経験がきっかけ
となり、大学の皆見先輩から声をかけていただき、先輩が
社長を務める、ハリウッドセレブの間で話題の化粧品ブラ
ンド、サクラシルクのロゴとパッケージデザインを手がける
こととなった。
こういった経験を通じ、デザイナーという業種は学歴より
も、コネクションと経験と能力が財産になることを体で感じ
た。そのほか、アーティストの CD ジャケットや映画祭のポ
スターなどの単発の仕事もなんでもこなしたが、一方で、フ
リーランスのデザイナーは常に仕事が不安定で、不定期
の発注だけで今後生活していけるのだろうかと悩むことも
多かった。
そんなとき、エンターテイメント業界のキャリアフォーラムで
名刺交換した、ワーナーブラザーズの人事から連絡をもら
った。実は、この人事担当者は、半年前、私が間違えて足
を運んだ全く関係ない部署の募集のキャリアフォーラムで
出会った人だ。そのフォーラムのとき、一方的にポートフォ
ーリオを広げる私に圧倒されてか、しぶしぶ私の作品に目
を通してくれたのだった。いつか、デザイナーを募集する事
があれば、そのときに連絡するよ、と言ってくれたその人事
担当者が、私のことを覚えていてくれた。今回、テレビの部
所でグラフィックデザイナーを募集しているとのことで、クリ
エイティブディレクターとの面接の機会を与えてくれたの
だ。当時は、エンターテイメント業界のデザインにおいては
経験の浅い私ではあったが、クリエイティブディレクターに
私のやる気と根性が伝わったのか、可能性を期待してくれ
たのか、人事が推薦してくれたのか、根拠は分からないけ
れど、クリエイティブ部門のグラフィックデザイナーとしてめ
でたく採用された。きっかけは勘違いの訪問だったが、縁
とは不思議なものだ。

仕事内容は、ワーナーブラザーズのテレビ番組のキーア
ートと呼ばれる宣伝用ポスターのデザイン、またエミー賞
やその他の受賞イベント用の雑誌と新聞広告、フリーウェ
イやバス停、バスのラッピングなどで見られる交通広告、
番組のロゴ、DVD やブルーレイのパッケージ、番組宣伝用
の T シャツや小物、イベント用のブース、マーケティング関
連の冊子やプレゼン用資料など、多種多様にわたったデ
ザイン業務である。とても競争の激しい部署で、必要ない
と判断されれば、翌日から他のデザイナーと入れ替えであ
る。この部署ではクリエイティビティーはもちろんのこと、テ
レビ番組の知識も必要となる。子供の頃から、アメリカの
番組をみていない私には、背景が分からず、ディレクション
がチンプンカンプンなときもある。そんなとき、「だから、外
国人を雇わなければよかった」と思われないように即座に
ネットで調べるなどということも度々だ。
そんな緊張感のある毎日を送りながら、ワーナーでの勤務
ももうすぐ 6 年目になる。今私がここにいるのは、過去の
失敗と後悔があったからこそ、そして今の自分の強さがあ
るのだと思う。そして、これから私はどこに向かって進んで
いくのか。でも、20 代後半で渡米し、やっとの思いで一人
の社会人として、アメリカ人と対等に渡り合えるようになっ
た自分に誇りがもてる。この誇りと自信支えてくれた人たち
への感謝の気持ちがあれば、これからどんな事がおきても
乗り越えていけるような気がする。だから、あの時、自分の
後悔と向き合って、あきらめずに再挑戦を決断できた勇気
と情熱をいつまでも持ち続けていたいと思う。
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「私の履歴書」 第二回
前回の第一回で「えっ、こんな人が立教の卒業生にいたのか?」と、他の海外支部からも多くの反響があった寺島さ
んの第二編です。 とにかく経験豊富で引出しをたくさんお持ちの方ですので、勿論次号もまだまだ続きます。

第2回
寺島義雄さん（1964 年経済卒）
1941 年 3 月、東京・武蔵野市吉祥寺生まれ。1964 年
立教大学経済学部卒業。山岳部主将。サンフランシス
コ州立大学・大学院に留学。週刊ポストのフリーランス
記者、兼松江商メキシコ。その後ロスアンジュルスで
KEYMARC 社を設立。1995 年山洋電気アメリカを合弁
で設立。現在に至る。

丸 4 年の放浪生活を終えて日本に帰国した私は、暫らくは
浦島太郎だった。仕事を探さねばならなかったが、アメリカ
かぶれの私に興味を惹かせる話は何もない。そこへ中学
時代に山登りを教えてくれた先輩から面白そうなオファー
があった。「小学館の『少年サンデー』から、冒険学校の企
画を請負った、手を貸せ」 全国の小、中学生を 10 名募集
して三宅島で冒険を教えるのだ。これならいける。
これが小学館との出会いで、私は貴重な体験をすることに
なる。冒険学校の担当者は早稲田大学探検部でならした
原田クンだ。頭ボサボサで風体に構わぬ編集者の原田ク
ンを見て、赤塚不二夫は好感を持ち「天才バガボン」のケ
ムンパスに登用した。読者も記憶があると思うが、純粋で
憎めないキャラクターだ。
酒を飲んで豪快に笑い、紫煙を吹かせる(これはタバコを
吸う時の彼の作家的表現だ)原田クンと酒を飲まない私
は、奇妙にも三宅島ですっかり意気投合した。大自然と山
という共通の趣味はあったが、何よりお互いの冒険談に花
が咲いたからだ。そして私は、彼に誘われるままに、発刊
したばかりの「週刊ポスト」の記者になる。記者といっても
社員ではないフリーランサー。名前は格好いいが、いわ
ば、会社にとって都合が良い使い捨ての取材記者だ。もっ
と言えば、かっての悪役ライターの代名詞「トップ屋」もどき
だ。

この原田クンは大企業のサラリーマンには収まる器ではな
く、やがて作家を目指すと稀有壮大な構想の冒険小説を
書き始める。何たって「殺された恋人の心臓を喰って復讐
を誓う、、」などと奇想天外、前代未聞の発想の持ち主な
のだ。船戸与一というペンネームで“大型新人登場”との評
判を取ると、「山猫の夏」で日本冒険小説協会大賞・吉川
英二文学新人賞、「砂のクロニクル」で山本周五郎、日本
推理作家協会賞、そし「虹の谷の五月」で直木賞を次々に
とり、今では押しもおされぬ大作家だ。もう「原田クン」なん
て呼べない。
“アメリカ帰りで英語が堪能”と触れ込んだ週刊ポストでの
私の記者デビューは華やかだった。世界で初めて心臓移
植に成功した、南アフリカのバーナード博士が来日。「コメ
ントを取ってこい！」 デスクの命令が出た。博士が泊まる
ホテルで待ち伏せ、相手は私を知らないのだから隠れる必
要はないのに、私は柱の陰に立ち数時間張り込んだ。颯
爽とした新米記者ぶりだった。
極度の緊張だったから、相手が来たときは逆に気が抜け
た。「週刊ポストです。インタビューさせてほしい」 恐れ多く
も世界第一人者に、いきなり話しをぶつけた。バーナード
博士は紳士だった。にこやかに笑い「How do you do?」やさ
しい口調で握手に応じてくれた。てっきり取材を受けてくれ
るかと思いきや、「私は日本政府に招待されている立場で
す。外務省の許可がないと、取材には応じられません」「え
っ！外務省？」出鼻を挫かれた私に博士はヒントを与えて
くれた。「アジア、第二課」この辺の機微は流石に世界一流
だ。
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早速、外務省に電話をいれたが返事は連れない。「お宅に
だけ許可は出せない。分かるでしょ」アメリカ帰りの浦島に
は分からないが、とにかく取り付くしまもない。私は昔から
粘りには自信がある。考えた。親友が当時の長谷川農林
大臣の親戚筋、を思い出して外務省に話しをしてもらう。
「バーナード博士は明日の夕方 6 時の新幹線で京都に行
く。車中での取材の許可をとった」大臣秘書の力は凄いと
思った。
バーナード博士は今度は暖かく取材に応じてくれた。当
時、札幌医大の和田教授が日本で初めて心臓移植の手
術を行い、患者の宮崎君は暫らくは生き延びたものの、や
がて息を引き取ってしまう。この失敗で和田教授と心臓移
植そのものが日本中から非難を浴びていた。「和田教授の
成功と失敗をどう思いますか？」「心臓移植と云う難しい手
術、成功と失敗は紙単衣、Dr. Wada を責めるのは酷だ?」
「貴方は成功しているが？」「私は運が良かったと思う。失
敗を超える努力なくして、医術の進歩はない」
素人記者の私でも、こんな優等生コメントが受けないのを
感じていた。そこで、当時の噂を突っ込んだ。この情報をく
れたのは、編集者、芸能界のコメンテイターを経て今や目
黒区会議員の須藤甚一郎君だ。当時セクシー度では世界
No.1 のイタリア女優「ジーナ・ロロブリジーナとのロマンス
が聞こえてくるが、真相はどういうこと？」敵はニヤリと微
笑みを浮かべるといった。「それは、No Comment の範疇
だ」バーナード博士は取材慣れしていて、私などひよっ子
だった。博士は再び私の手をしっかり握ってくれたが、ろく
な取材が出来ずにがっくりした私が編集部に帰ると驚いた
ことに多いに褒められたのだ。何が良かったって、先ずイ
ンタビューができたことと、ジーナの話しが大受けだったの
だ。ここで私は学んだ。週刊誌はバーナード“博士対和田
教授の心臓移植談義”より、女性関係の方が受けるのだ
と。この独占インタビューは週刊ポストのスクープ記事とな
り、私は初の取材でデスク賞を手にした。
続編のヒットは直ぐに来た。月面着陸をやってのけた宇宙
三勇者が世界を回り、日本にやって来たのだ。「寺島君、
行ってこい」「はい、でも何を聞いたら良いのでしようか？」
答えは簡単明瞭 「バカ者、自分で考えろ」だ。こんな重要
取材でもこの有様、あの頃の編集部はそんな雰囲気だっ
た。何しろ、小学館は競争相手の講談社「週刊現代」を成
功させた時の有名人・荒木編集長を引き抜いて、「いよい
よ日本も人材の引き抜きが始まった」と騒がれた頃のこと
で、週刊ポストはデスクを始め編集者も素人のにわか集団
だった。下手な指示を出して失敗したら自分の失点になる
ので指示は出さない。私がうまくやればデスクの功績、ま
ずければ、私の責任、そんな単純明瞭な論理が通る世界
だった。とにかく、かなりいい加減だったが、「週刊現代」に
追いつき、追い越せという執念は凄かった。

こうして私はホテル·オークラ「孔雀の間」で開かれた日本
初公開のテレビ質問に立った。私は新聞社代表の次、二
番手だった。強烈なライトが照らされカメラが追いかけてく
る。「週刊誌を代表して週刊ポストの寺島です」ポストの宣
伝を忘れなかった。(後で編集部で大いに褒められた)「ア
ームストロング船長らが月面着陸後、何らかの事故が起
き、宇宙船に戻れない事態になった時の対策と覚悟のほ
どは？」
何だかよくわからない技術的な回答が長くあり 「帰れな
い、という心配は全くなかった。準備は万全だったから」 と
船長がしっかりと結んで回答は終った。後で聞けば、この
やり取りの間カメラは私とアームストロング船長を交互に
映していたそうだ。こうして私は一躍「週刊ポスト」の花形
記者になり、ポストの目玉記事「衝撃の告白」の担当記者
に抜擢される。
この告白シリーズは週刊誌記事の中で最長の 6 頁、連載
は 60 回を越えるヒットシリーズとしてポストの売上げに大
きく貢献した。「衝撃の告白」は旬の過ぎた女優や歌手が
出てきて過去の愛人関係を大胆に“衝撃の告白しちゃうわ
よ"と冗談半分で脅したから、芸能界で流行り言葉にもなっ
たので、記憶されている読者もいると思う。とにかく、女優
達が登場して、交際相手とのあれこれを赤裸々に語るか
ら、男優達は戦々恐々ものだった。
記憶に残る大物達。座頭市の勝新、兄の若山富三郎。暴
力団を解散して俳優になった安藤昇。悪と思われた男達
は魅力タップリで随分かわいがってもらった。良い顔ばか
りを見せる鶴田浩二は、大嘘つきだった。ゼロ戦に乗って
アメリカ航空隊と激戦を広げる例の南雲大尉の世界に精
神が混同してしまい、こう言うのだ。「私は或る日、空襲を
知り単機大空に舞った。運良く撃退してさあ着陸、という段
になって、まだ着陸の方法を教わってなかったことを悟っ
た。墜落、と観念した時、死んだおばあちゃんが出てきて、
着陸を導いてくれた」なんて。取材は常に物語の裏を取ら
ねばならない。私は本物の霞ヶ関の航空隊にいた性格俳
優の西村晃さんに電話をかけた。「ああ、またその話です
か。困ったもんだ。鶴田はその頃は航空隊に入れる年で
はない。多分、飛行機に触ったこともないはずだ」
この告白シリーズは流行作家から好評で、筒井康孝らの
作家連からもっと派手にやれ、なんて激励を受けたが、流
石に一年を越えるとネタも尽きたし疲れがでた。そんな時
にヒマラヤ遠征の話しが来て私は飛びつき、このやくざっ
ぽい世界から足を洗うことになるのだ。
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＜中央アジア・ハイウェイ走破＞
カンバチエン峰の登頂に失敗した、我々は自己嫌悪と欲
求不満でカトマンズの街にたむろしていた。帰る予定前に
遠征が終ってしまったからする事がない。街を放浪してい
て見つけたのがフロントに日本の国旗を派手に描いた箱
型のボロクソ・ワーゲンだった。車の主はヨーロッパから、
中央アジア・ハイウェイを走って来た日本の髭ズラ達だ。
1960 年の箱型ワ－ゲンを 200 ドルで車を買い、更に 200
ドルをかけて新しいタイヤを履かせ、ずん胴の車体に窓を
つけた。隊員 3 名と遠征に参加してくれた慈恵医大の横
山ドクター、そしてカトマンズで探検のネタを探していた、風
来坊の 5 名でこの車がやって来たアジア幹線道路を逆走
する事にした。
国境を越えインドに入ると、平和なネパール人と国民性が
異なる「悪達」との闘いが始まる。ガソリンを入れてもお釣
りを誤魔化され、しつこくつきまとわれて小銭をたかられ
る。ネパール人と同じ顔つきなのに性格は正反対なインド
人に辟易、イラつきながらも、私達はガンジス川の水浴を
見、タジマハールを訪問した。オールドデリーの街の凄まし
さは、今も鮮明に記憶されている。「どうしてこんなに人が
いるの？」と感動する位の数の人間が我がオンボロ車の
周に集まってきて、しかも人力車と「神の御使い」の牛の群
れが立ち往生、道路は完全飽和状態になった。堪らず窓
を開けようものなら、埃と糞尿と腐ったカレーの匂いが飛び
込んでくるし、挙句の果てには物乞いの手がひっきりなし
に入ってきて、払いのけるのにひと汗かいた。パキスタン
に抜けるまで何本の手を、我が愛車がはねたか数えきれ
ない。この国では痛い思いをしても、物を貰いたいのだと
思った。

その点パキスタンは同じ貧しい国だが、まだのんびりして
いて心が安すらいだ。然し、愛車がいよいよアフガニスタン
に入ると我々の冒険心は最高調に達する。今どきのタリバ
ンやオサマ・ビンラディンはいないが、この国の山岳地隊
はムジヤヒデインの世界、ある意味では無政府状態で、我
が身は自分で護らねばならない土地柄なのだ。私はここで
大失敗をする。“大高原と険しい岩山に囲まれたアジア・ハ
イウェイの一本道、羊の群れを連れた一人の少女“。まさ
に絵になる構図だった。車を停めて何枚かの写真を撮っ
た。いきなり、背中に固い物を感じると同時に痛さで息が
止まる。何時の間に来たのか、馬に乗った少年兵士が私
に火縄銃みたいな銃をつき付けているのだ。「ただ、写真
を撮っただけだ、悪意は無い」 言葉は通じるはずはなかっ
たが、両手を天に挙げた意味合いは通じたらしい。銃でも
うひと押し、顎をしゃくって私を車に押し突きつける。ターバ
ンを巻いた少年は黒く澄んだ目をしているのが印象的だっ
たが、終始無言の迫力を肌で感じた。あれが性格の悪い
奴だったら、撃たれていても不思議はない。或いは、大枚
の銭をたかられたか? 脅かされた私だけでなく、全員が
びびった。私はこれまで何度か怖い目にあっているが、殺
されても仕方がない、という意味合いにおいてはこの経験
が一番やばかった。しかし、現地のルールを破った私が悪
い。
カーブル峠に向かうつづら折の急勾配の登りはきつく長
い。我がワーゲンはあわや火を吹きそうだった。11 月の山
道は凍ってタイヤはスリップする。エンコ寸前、後から来た
小型トラックがドンとぶち当ると、そのまま押してくれ我々
はやっとカーブル峠を越えた。トラックの運ちゃんにタバコ
を差し出して礼を言う。茶色に変色したあご髭を蓄え、歯
がまっ黄色の青年は近くの茶屋に我々を連れて行ってくれ
「チャイーー」と怒鳴った。お茶の熱さと腹に沁みる砂糖の
甘さで我々は生き返ったものだ。見知らぬ我々に無償で手
を貸してくれただけでなく、お茶まで奢ってくれたアフガン
の若者の好意に我々は深く頭を下げた。
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アフガン物語はまだ続く。出国時に出国税を払うのだが運
悪く 100 ドル紙幣しかなかった。偽札がどうか、裏返し、表
返して見て、さあ行けと手を振った。通行税は 20 ドルと書
いてある。「返せよ、おつり」いくら要求しても知らん振りで
返さない。手を振って行け、行けの素振りだけだ。「もうイラ
ねえ、喜んでくれてやる」そして誓った。「この国には二度と
来ない」

こげた匂いがする中パスポートと着るものだけを抱えて下
に逃げた。幸い火事はぼやで消しとめられ、荷物は無事だ
った。私は電話の主を探した。まだ年はもいかない少年
で、このホテルで唯一英語らしきものを喋れる英才だ。
「Thank you, your English is great!!!」礼を言って小銭を握ら
せた。何たって、あのどさくさ時に「火が上るぞ、火。。。」あ
の直裁的な英語は何とも的を得ていたからだ。

しかし、脅しと質のあくどさにかけてはイランの国境警備隊
はもっと狡猾だった。髭モジャの隊長らしき男が我々を自
分の部屋に招き入れ、お茶をサービスしてくれるのだ。瞬
間にして「何かある」と思った。流暢な英語を話すこの隊長
はやがて切り出す。「私は日本人が好きだ。良い国だ。な
あ、もし、麻薬を持っていたら今出せば何の罪にならない
から安心しろ。今出せば無罪放免だ」我々はインドで仕入
れた少量の大麻を寝袋の中に隠し持っていたので、内心
多いにびびったが、私は笑顔で言った。「麻薬なんてもって
いない、調べたら良い」私たちを一瞥した隊長は一変して
厳しい目で私を睨むと外に飛び出しワーゲンに向かった。
調査は 大雑把だったが徹底していた。ワーゲンの 胴体、
鉄板の隙間、マフラー、大きな空間があるところを棒でガン
ガン叩くのだ。隙間に大量の密輸物が詰まっているくすん
だ音はしなかったが、やめる気配はない。私は仕方なく遠
征隊残り最後のセブンスターを差し出した。とたん「よし行
って良い」と出国許可がでた。「ふーーーー」思わずため息
がでた。だが、警備体長が我々を疑うのは無理もなかっ
た。私達はパキスタンで買った、薄汚れた白い麻の現地服
に頭にはバンダナまで巻いていたから、彼がうさん臭い連
中と考えるのも無理はなかった。

地震で崩壊した山村を抜け首都アンカラに泊まった翌日、
いざ出発の段になって愛車のエンジンがグズグズいい始
める。「エンジンに砂埃が混じってるっチャ、こりゃ、オーバ
ーホールが必要じゃィ」現地の修理屋がまくし立てた。「ど
のくらい、時間かかる？」「さあーてと、1 日、2 日、いや 3
日かーーーナ？」埒が明かないので車を叩き売ることにす
る。カトマンズの探検野郎が「まだ、探訪を続けるから自分
が車を買いたい」と申し出、我々は投資額半額の 200 ドル
で手を打った。アンカラの駅に着いたとき、冒険野郎が汗
にまみれて走ってくるのが見えた。「修理代に 200 ドル獲ら
れそうだ。金がない。助けてほしい」こいつは我々と違って
変な癖があり性格も悪くて、この頃までには仲間はずれ状
態だったが、必死の顔つきを見て同情した。200 ドルを返
すと皆の手を握って言ったものだ。「立教遠征隊の人たち
は素晴らしいです。この恩は一生忘れない」「まあ、いい
よ。頑張ってな」立教ボーイ達はそれだけ言うと、イスタン
ブール行きの汽車に飛び乗った。

イランからトルコに続くハイウェイはその殆どが山岳地帯
だ。ノアの方舟で知られるアララット山の近くも走った。ホメ
イニが国王シャーを追い出したイラン革命前のテヘランは
明るく活気に満ちている。巨大な市場には人が溢れて、食
料も豊富だ。これまで羊の串焼きばかりを口にして来た
我々には、普段は口にもしないハンバーガーや、とことん
ニセモノに近い中華料理は大変なご馳走だった。満腹した
我々は夜の街にも繰り出した。知り合った少年に連れて行
かれたのが娼婦の館街だ。街の外れ、曲がりくねった道の
両側にあるドア一枚の小さな家が彼女達の棲家だ。どの
家も番号が書いてあるだけで全く見分けがつかない。まさ
にアラビアンナイトの迷路だ。あいているドアの前にはブヨ
ブヨのお腹に、見事に脂肪のついた太い脚が立って、おい
でおいでをしているのだ。細身の我々は「食べられてしま
う」とブルい、一目散に逃げ帰った。この冒険旅行で遭遇し
た最も恐ろしい風景だった。
トルコに入り山間の小さな宿に泊まった時のことだ。夜中、
熟睡中に電話がなり、なにやら叫んでいる。英語みたいだ
った。 寝ぼけた私にもようやく意味がわかった。「Firerr go
up ! Firerr...」だ。

イスタンブールまでの汽車の旅は、アンカラ駅の荷物預り
所で大事なスイス・アーミィ・ナイフが盗まれたのを発見、こ
のヤローと怒り、半ば呆れた事意外は快適だった。イスタ
ンブールでは西洋と東洋が入り混じったユニークな文化が
隆盛してきた。コーランが聞こえて来る寺院、青色の円筒
型のドームを持つモスク、そこはイスラムの建造物が立ち
並ぶ異色の世界だ。イスラムの反対側にある下町には、
パリを彷彿させる瀟洒なレストランやカフェがあって西洋文
化の粋が漂っていた。我々はこの街の雰囲気に魅せられ
てしまう。
ヒマラヤに 2 ヶ月、アジア・ハイウェイ諸国、海のない国々
に 3 ヶ月近くいたので、眼の前に広がるボスポラス海峡の
蒼さは本気で目にしみた。近くの漁村に行き、採りたての
魚を目の前で揚げて貰い、これも遠征隊最後の醤油をつ
けて食べた。「こんな新鮮で美味な魚を食べられるなんて
夢の世界だ」山を下り、荒地を走った冒険野郎たちは肩を
叩き合って感激した。腹が膨らんだ我々はイスタンブール
からアテネ経由で日本に帰るチケットを買いに旅行会社に
入ろうとした。「おい、ジャポネか？ちょっと来い」みるとアラ
ン・ドロンみたいにカッコ良い風貌、汚れきったトレンチコー
トを羽織った胡散臭い目付きの若いのが手招きをしてい
る。「チケットを買うなら、俺の話を聞け」訛りにかけてはこ
っちも引けを取らないが、ドロンの英語はトルコ風の強い
訛りだった。耳をほじくって聞くとどおやらこうらしい。
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「アテネに行くならオリンピア航空を使え。学生なら半額で
行ける」「俺たちは学生じゃない」ニンマリ笑ったドロンは小
声で「俺が学生証を作る、一人 50 ドルでいい」この道中、
我々は騙されぱなしだったから、防衛本能の赤信号が点
滅し始めた。「俺達を騙そうなんて無理だよ、あっちへ行
け」「嘘じゃない、学生証を見てから文句を言え」ドロンは自
信満々なのだ。「よし分かった。チケットが買えたら払う、そ
れでいいか？」“半額”といわれ、興味津々だったのだ。
契約成立。我々はインスタント写真をとると、彼のアパート
に連れてゆかれた。偽の証明書を目の前で見るのは何と
も言えない気持ちだったが、我々はやがて「イスタンブー
ル、ナントカ大学」の学生になった。そしてハラハラ、ドキド
キしながら、オリンピア航空でアテネ行きの切符を求めた。
我々のパスポートと学生証を見くらべた女の子は疑いの一
片も見せず 50%引きのチケットをくれたのだ。外で待ってい
たドロンは我々が出てくるとジャンプし、肩を叩きあって喜
んだ。奴は 200 ドルを稼ぎ、我々は全員で 600 ドルをセー
ブしたのだ。今考えれば、偽の学生証が見つかったら、
“立教大学 OB 偽証明証で航空券を。。。”なんて新聞沙汰
になったかも知れないと思うと冷や汗が出る。
金を手にしたドロンは肉屋に飛び込むとハム入りの長いフ
ランスパンをパクついた、余程腹が減っていたのだろう、涙
が浮かんでいるのが見えた。我々は可哀想になったし、何
よりも数百ドルも儲かったから飯をおごることにした。「ちょ
っと待て」アラン・ドロンは街角に消えると嬉しそうな顔をし
て戻ってきた。「さあ、行こう」連れていかれたのはモスクの
裏の空地だった。日は暮れて薄暗い。「おい、ヤバそうだ
な」と我々。ドロンは何かを取り出すと葉巻ほどの太さに新
聞紙を巻き込み、火を付けると大きく煙を吸い込んだ。甘
酸っぱい匂いが辺りに立ち込める。「吸え」差し出された新
聞葉巻を吸ったとたん頭にガーンとショックが来た。「何だ
これ？」「ハシシイイイイイ」すでにドロンの口調がおかし
い。新聞紙を剥がして見ると棒状の茶色く粘った物があっ
た。「うーーーむ！」」初めての経験だったが、その強烈な
脳への刺激は凄かった。戸惑う我々を連れまわしたドロン
は、気前良くトルコ料理をおごってくれた。地元の大衆食堂
兼売春宿で大きなテーブルが 30 もあろうか。

女達は腕を組んで客席の男達に媚を売り、男達は食いな
がら壁に立っている若い女たちを物色する。男達にとって
は実に実用的な場所だ。酒を飲み、飽食したら地下にある
部屋に行くシステムらしい。
ドロンは 飯も食わずに強い匂いのウイスキーをがぶ飲み
していた。「あれ、彼、お金、全部使っちゃうんじゃない
の？」いつも優しい横山ドクターが言い出すと私も心配に
なった。「こら、ドロン、そんなに飲むなよ。もう金、ないんじ
やないか」酔って一層鋭い眼になったドロンは言った「いい
んだ、心配するな。俺はジャポネの友達ができて嬉しいん
だ。今日は俺のおごりだ」千鳥足ながらワルの威厳を失わ
ないドロンは我々をホテルまで送ってきた。仲間に目配せ
してドロンの薄汚いコートのポケットに私は 100 ドル札を 2
枚突っ込んだ。彼のおかげで数百ドルはセーブしていた
し、何よりも彼の気持が何故か嬉しかったからだ。
＜英語の履歴書＞
ここで少し自慢話しをさせていただく。 私が立ちあげた山
洋電気アメリカは、数年前 3 年連続で$100million 以上の
販売を達成した。しかも、会社設立からたった 10 年目に、
である。 私の経営方針は本社とのコミュニケーションと総
務・経理は日本人で固め、マーケッテイング+セールスはア
メリカ人に徹底的に任せた。何て事を書くと、こんな急成長
の会社を束ねて来た私が、いかにアメリカ市場に精通し、
英語力があるか、などと思われるかもしれない。
私が育った武蔵野市は学業と体育を奨励するいわゆる文
武両立の教育市政を掲げていた。野球部は、都大会では
王貞治投手の早稲田実業に連敗したが、地区優勝の常連
だったし、私達の卓球部も私立の名門・成蹊と優勝争いを
していた。卓球部のエースは勿論この私だ。1950 年代、日
本卓球は世界に君臨していて、中国なんてまったく相手に
していない。荻村伊智朗という希代の世界チャンピオンが
いて、まだ貧しかった日本の国威掲揚に貢献していた。こ
の荻村伊智朗の卓球クラブで修行した私の戦歴は東京都
大会で 2 年連続ベスト 16 位だ。東京都 23 区と 17 市の地
区予選トップ 10 の 400 人が本大会に出場する仕組みで、
地区大会で涙をのんだ卓球少年は約 4,000 名。その中の
16 位だから、今でもたいしたものだと思う。ところが、東京
都本大会ブロック準決勝では 2 年連続“野中なにがし”と
いう奴にレベルの違いを思い知らされた。まるで歯が立た
ないのだ。私は、この敗戦でピンポンに興味を失くしていっ
た。「俺には山がある」たいした言い訳だった。
ちなみに中学の同級生には大女優になった岩下志麻がい
て、その頃から注目度が高かった。中学生ながら岩下志
麻は凛とした美少女で、私など口をきくのも恐れ多い存在
だった。今から思えばバカバカしい劣等感だと思う。私だっ
て武蔵野市卓球界のトッププレイヤーとして名を売ってい
たから、ネームバリューはあった。相手にしてくれたかも(?)
と今は悔やむばかりだ。
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高校はこれも卓球が強い都立五商と決めていたが、入学
時には卓球に興味をなくしていたから山岳部に入った。こ
れは多いに揉めた。当時の番長は卓球部の主将で入学直
後に呼び出しがかかったのだ。「おめえ、打ってみろ」私は
番長が怖かったが、打ちあうと本気になった。私の鋭い打
球は筋金入りで、高校から卓球を始めた初心者とは群を
抜いて違った。学校としても私の戦力は貴重で先生からも
圧力がかかったが、私は既に"山"の虜になっていたから、
心は変わらない。番長も最後は諦めてくれ、その後は何か
と面倒を見てくれるようになり、私は安心して山岳部に没
頭できた。
私が入学した時の都立五商の校長は先鋭的で、商業高校
なのに進学クラスを作り東京都で話題になった。ピンポン
やりたさで五商に入った位、先を見ない私だから、進学ク
ラスには簿記や算盤が無いと聞くと喜び勇んで進学クラス
に編入した。こうして私は自慢ではないが簿記・算盤無級
で商業学校を卒業した希少価値のある人間でもある。や
がて、大学受験が迫り来る頃の事だ。ご存知英語のクラス
では、英文を読んで訳す授業がある。私の番がきた。
"Ladies and Gentlemen...." 読む時は何とかなったが、訳す
番になって私は詰まった。出だしの Ladies の意味が分か
らなかったのだ。何も言わぬこと十数秒、私の顔は青ざめ
ていたに違いない。皆がどうしたのかと不思議に思うころ、
私は隣の友に聞いた。「おい、ラディエスって何だ?」「ラディ
エスじゃない、レディースだ」「バカ言うな、俺だってレディー
スなら知ってる。でも、ラディエスって書いてある」私はロー
マ字読みをしていたのだ。私は図に乗ると人を笑わす事が
好きだが、この時の私のトンチンカン振りこそ、我が人生最
大の笑いを獲った。担当の先生を巻き込んで、もうクラス
全体が爆笑の渦、滅茶苦茶な騒ぎになったのは言うまでも
無い。こうして私の番町振りには磨きがかかった。
付け加えるとこの年、私は大学受験をさせてもらえなかっ
た。商業高校、異例の進学クラスから落第生が出るのを恐
れた先生がたは、私を卒業はさせてくれたが、私の両親を
呼び出すと受験を諦めさせたのだ。私は、多いに喜んで、
春三月の立山登頂を目指した。 真っ黒に日焼けして戻っ
た私は、親との約束を守るべく予備校を探し始める。名門・
早稲田ゼミナール。何と、午前のクラスは既に満員〆切
で、やっと午後部に入れて貰った。ご存知だろうか、予備
校には毎週土曜日に大学受験内容の試験があるが、私に
とってこの試験は見た事もない位難解であった。月曜日に
予備校に行くと、貼り出された英語のテストで、2 点しかと
っていない奴がいる。当時も個人情報を尊重してか、名前
の代わりに番号での表示だ。「俺よりバカがいる」私は笑
いかけて硬直した。そうです、正直に白状すると 2 点の主
は私なのです。

授業が終わると早速呼び出された。「うーむ、午後のクラス
にはダメ男が多いが、君はゼミナール始まって以来の出来
だ。高校で何をしてた？」 「はい、山登りです」悪びれない
私に興味を持ったのか、その先生は一冊の本を取り出し
て言ったものだ。「君の英語力は限りなくゼロに近い。どう
うして 2 点取れたか分かるか？作文で I am とあったから
だ。いや、珍しい学生に会った」私ほどの英語音痴はいな
い、という訳だ。「君は受験の勉強をしてもどうしようもな
い。この本を読んで、分からない単語があったら、辞書を
引いてノートを取れ、それ以外は何もするな! それから、国
語と社会は 1 月からで良い、年内は英語だけだ。判った
ね！ 」
知らない単語なんて”I am”を除いて全部だ。でも、この先
生の言うことは正しいのかも知れない、と何かを感じた私
は彼がくれた<月と六ペンス>と云う名の本が真っ黒になる
迄、辞書と闘った。
毎日を図書館でサマセット・モームと過ごした夏休みが終
わると、なんとなく英語が身にしみてきた感があった。その
後の数ヶ月を文法試験問題集を繰り返しておさらいした。
その年が終わる頃、先生に呼び出された。「大学は何処に
行きたい？」「立教です」「何で立教だ？早稲田か慶応の
文化なら、入れるぞ」「いいえ、私は立教に行きたいんで
す。立教山岳部は日本で初めてヒマラヤに登りましたか
ら」 何ともチンプンカンプンの会話だったが、あくまで立教
一本でとうし、私は晴れて立教ボーイになった。
この話しには後日談がある。私を英語の世界に引き込ん
でくれたこの先生は、熱心なサマセット•モームの研究者
で、モームと長いあいだ文通をしていたらしい。ある日、モ
ームが来日することになった。世界的文学者のモームが
来日することを知った文部省や英文学の大物達がアテンド
を申し出るが、モームの返信にはこうあった。「ご好意は有
りがたいが、辞退させていただく。私のことは Tanaka が面
倒を見てくれるから」 この Tanaka こそ、私にモームの代表
作<月と六ペンス>をくれた、田中先生だったのだ。この話
を「文芸春秋」のコラムで読んだとき、私はいわれを知らぬ
感動の気持ちが湧いてきたのを覚えている。「もし可能な
ら、田中先生にあってあの頃の話をしたい」この記事を書
いている今、そう思う。
とんでもなく前置きが長く、取りとめのない物語になってし
まいましたが、これが私の「中央アジア・ハイウェイ探訪
記」と「英語の履歴書」だ。
「次号ではもっと真面目な話をしますのでご期待ください。」
としか言いようがない。

Newsletter 16

南加大学同窓会対抗ゴルフ大会にてベスト 10 入り!
もしやベスト 5 入りかと淡い思いがよぎった次の瞬間、とうと
う立教の名前が。それでも、期待を上回る団体戦 9 位という
好結果でありました。ボトムからの再スタートとしては、素直
に喜べる成績ではないでしょうか。あとは、今年お仕事の都
合で参加出来なかった芳我さんがいてくれたらと、みなさん
思われたのではないでしょうか。

熊代真一郎さん (写真右端)
6 月 4 日、大学対抗ゴルフ大会が、LA ダウンタウンから北西
に位置するサンランド市のエンジェルスナショナルゴルフクラ
ブで、同窓会数 20 校、総勢 144 名で開催されました。各大学
上位 5 名の合計スコアで順位を競う団体戦ですが、男子個
人戦、女子個人戦、シニア個人戦もあり、ニアピン賞、ドラコ
ン賞の各賞もあります。
団体戦は、学生数の多い大学が必然的に有利で、今年は、
関西学院大学が最多 12 名だった一方、限度枠 5 名での参
加も数校あり、大阪＆大阪外語大学のような連合チームもあ
りました。
我が立教は、例年 5 名枠を埋めるのに苦戦（？）されるそう
で、今年も同様でしたが、武井会長の御尽力により、最終的
に、長田さん、谷さん、坂田さん、塚原さん、蒋さん、熊代の 6
名での参加となりました。戦績は、過去、団体戦でかなり上位
にいった時期もあったそうですが、一昨年は断トツの最下位、
昨年は不参加で、なんとか最下位脱出、出来ればベスト 10
が目標になったでしょうか。
当日は、同じ大学の人と同じ組にはならず、初めて会う他大
学の人たちとプレーする為、スコアは、その人達との相性にも
影響されますし、とても孤独な戦いで、個人の結果が直接チ
ーム成績に直結するので、みなさん大きなプレッシャーの中
でプレーされたと思います。
各自、全力を尽くしたものの、結果は、プレー後の表彰式にな
らないとわかりません。プレー後、表彰式会場の大学別テー
ブルで、やっと立教チームが集合です。そして、食事を挟んで
の団体戦の結果発表の始まり。まず 20 位、つまり最下位、そ
れはないだろうと思いながらも、一抹の不安を抱えながら聞き
入ります。学習院と呼ばれたのを聞き、小さく安堵の息。しか
し、その後も立教は呼ばれません。テーブルでは、おやっとい
う雰囲気となり、次はとうとう 11 位の発表。ここで呼ばれなけ
れば、ベスト 10 以上が確定。新たな緊張の瞬間でしたが、呼
ばれたのは、意外にも例年上位の早稲田。この瞬間でベスト
10 以上が確定。そろそろかと思った 10 位も神奈川。

優勝
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10 位
11 位
12 位
13 位
14 位
15 位
16 位
17 位
18 位
19 位
20 位

日本大学
関西学院大学
明治大学
上智大学
慶応義塾大学
東京大学
東海大学
中央大学
立教大学
神奈川大学
早稲田大学
青山学院大学
同志社大学
関西大学
獨協大学
一橋大学
明治学院大学
大阪・大阪外語大学
立命館大学
学習院大学

403
429
431
442
443
446
452
453
456
457
460
461
465
487
508
515
522
523
525
534

尚、不肖ながら、熊代が、スコア 76 で、個人戦でなんとか 5
位に入り、ニアピン賞も取る事が出来ました。今年、LA 立教
会に入会、ゴルフ対抗戦に初出場させていただき、なんとか
貢献をと思いながらも、プレー中は精神的に目一杯でした。
ですので、その結果には、出来過ぎという気持ちでしたが、
終わってみると 3 位と僅か 1 打差という結果に、ちょっと残
念にもなりました。
来年に向けて（もうあと 7 ヵ月後）ですが、前後の大学とのス
コアはわずかな差で、上位にいける可能性とともに、気を緩
めればすぐにベスト 10 圏外です。上位校は、翌年度の開催
コースで、何度も校内コンペや、参加者決定の為の熾烈な
（？）選抜トーナメントもしているそうですが、立教の場合、少
人数で根本的に不利で、他の大学のようにはいきません
が、早めに開催日時と場所の情報を得て、各自が備える工
夫をするしかないでしょうか。
来年、また、みなさんと一致協力し、そして大いに楽しみなが
ら、さらなる上位進出を狙っていければと思います。幹事をし
ていただいた武井会長様、参加者の皆様、そして御協力、応
援いただきました方々、本当にありがとうございました。
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久々の新会員紹介です (渡米理由、仕事、趣味など)
安達さと子さん 1981 年文キ卒
学生時代は池袋よりも黒姫山とか志賀高原とか八方尾根に
こもっていました。
1997 年に夫の転勤で来ました。(夫は今は牧師に転職)
教会のプリスクールの手伝い、礼拝の音楽担当、教会のお
姉様方の生活全般の介助。
趣味はたくさんで、うたをうたう、ピアノを弾く、オルガンを弾
く、料理番組を見る、乱読をする、人のはなしを聞く、草花を
育てる、野球観戦、スキー etc. 貧乏暇なしです。
熊代真一郎さん 1987 年経営卒
不動産会社の秀和の駐在員として 1991 年から LA に居住。
信長の野望、三国志等のゲームソフト会社「コーエー」の北カ
リフォルニアでの投資物件の管理運営の為、2005 年から
2010 年までの 5 年間ナパに滞在し、昨年 LA に戻る。
趣味：ソフトボール（日系リーグ、チーム伊藤忠所属、今年の
JBA ソフトボール大会では、妻の勤務先の日本通運で出場）
テニス（土曜テニス会） ゴルフ
土門ターナー寛子さん 2000 年英米文卒
Hollywood にある音楽学校 Musician Institute への留学
ボーカル科を卒業し、今ではボーカル／音楽講師として仕事
をしております。
趣味は編み物の講師である母の影響で手芸です。
最近ではそれらの作品をネットなどで公開したりもしていま
す。http://www.etsy.com/shop/HirokoDT
仕事の合間にしか作れませんし、一つ一つの作品を仕上げ
るのに結構時間がかかったりするので、そんなに更新は出
来ませんが、これからも少しずつ手作りの良さが伝わるよう
な作品を作っていきたいと思ってます。

50 周年記念パーティ予定
2011 年 11 月 20 日 日曜日 11:30-15:00
リトル東京寺町コミュニティルーム
267 S. San Pedro St. Los Angeles CA 90012

歴代会長による立教会変遷振り返り
土屋あきのさん講演会
女性コーラスグレースノーツ合唱
抽選会

LA 立教会 50 周年を祝して
LA 立教会創設 50 周年、誠におめでとうございます。
巻頭に紹介されております様に、我がＬＡ立教会は昭和 36
年(1961 年）3 月 25 日に誕生いたしました。当時 16 名の
会員が集まり、現在では大半の先輩たちが鬼籍に入られ
ましたが、山越さん、大角さんご夫妻は、現在も会員とし
て、お元気にご活躍戴いております。
一口で 50 年というのは簡単ですが、その歴史をたどれば
色々な出来事が記されております。こうした歴史を大切に
し、我々の世代から若い人達の世代へ引き継いでいくこ
と、すなわち「継続」させることが最も重要なことではないで
しょうか。
そして次の 50 年、つまり 100 年という目標をめざして突き
進んで行こうではありませんか。
近年、我が LA 立教会は女性パワーが強くなってきてお
り、大学でも女子学生の割合が 50％以上という状況にな
っているそうです。
ワールドカップサッカーでは「なでしこジャパン」が優勝し、
男性諸氏は非常に肩身の狭い思いをしております。
今回ニュースレターに記事を寄稿して下さいました梅田さ
んと澤田さん、お二人のアメリカ生活での苦労というか人
に言えない位の努力をされ、途中であきらめず、放り投げ
ずに勝ち取った現在のご自身の姿は、我々会員諸氏にも
強烈な印象を残してくれました。
アメリカ生活に順応というか適応していく方法は各自それ
ぞれ個性があり、自分の才能をどう生かしていくかというこ
とで決まってしまいますが、それに加えて「VISA」という滞
在資格の取得が大きくその運命を左右してしまうことは否
定できない事実です。
わずか 80 名余の会員の集まりである「LA 立教会」です
が、その会員一人、一人がロサンゼルスという大地に根を
張り、生活しています。その中で唯一「立教大学卒業生」と
いう縁で結ばれた LA 立教会、私はこの存在が大変いと
おしく、貴重で、時として落ち込んだり、不運な目に遭遇し
た時の「心の支え」になってきました。
最後に、LA 立教会を魅力のある、会員相互が是非参加し
たいという気持ちが高まる「会」に発展していけます様、皆
様方のご協力と限りない英知を拝借したいと願っておりま
す。
立教大学校友会ロサンゼルス支部 会長 武井 誠之

当日参加歓迎ですので、お気軽にお越し下さい。
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LA 立教会 歴代会長 (1961 年-2011 年)
1代

故陳兆民 昭和 12 年(1937) 経済
(LATE RONALD CHEN, PH.D.)

1961 年 3 月～

2代

故大田ジェームス次男 昭和 12 年(1937) 商科
(LATE JAMES TSUGIO OTA)

1966 年

3代

故小黒ロバート博 昭和 16 年(1941) 経済
(LATE ROBERT HIROSHI OGURO)

1970 年

4代

故高木アレックス芳郎 昭和 13 年(1938) 経済
(LATE ALEX YOSHIRO TAKAGI)

1974 年

5代

故中村睦 昭和 23 年 (1948)経済
(LATE MUTSUMI NAKAMURA)

1978 年

6代

小平磐雄 昭和 15 年(1940) 経済
(IWAO KODAIRA)

1982 年

7代

岡本守弘 昭和 28 年(1953) 経済
(MORIHIRO OKAMOTO)

1986 年

8代

山越ジョン正太郎 昭和 26 年(1951) 経済
(JOHN SHOTARO YAMAKOSHI)

1993 年

9代

大角信夫 昭和 29 年(1954) 英文
(NOBUO OSUMI)

1998 年 9 年～

10 代

故水谷重男 昭和 30 年(1955) 英文
(SHIGEO MIZUTANI)

2002 年 9 年～

11 代

孫 恵美 昭和 43 年(1968) 史学
(EMI SUN)

2007 年 3 月～

12 代

武井誠之 昭和 44 年 (1969)経済
(NOBUYUKI TAKEI)

2010 年 3 月～
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