
一38一

1融工麺亘二Φ1

あ.なたも

留学できる

まえIがき

｢者どうしてあん恋にすいすいと留学できちゃうのだ

ろう｣留学する大切祖婚約者を空港に見送った私の友人

はつぶやいた.婚約者と同じ大挙で勉強したいという

彼女でなくとももっと広い違った所で自分のカをため

してみたいと思ってv'る人は多いことと思う.しかし

どうしても自分で留学できる経済力もないし身元を引

き受けてく'れる知人もいない.また他国のことばで新

しいことカミ勉強できるだろうかと一まつの不安を行きた

い荏がらも持っているそんな人たちのために自分の経

験をもξにしてこの稿を書いてみた.留学関係の情報

の入りにくい地方の若い人たちに読んでいただけれぱ

私としてはこの上なくうれしい.私自身自力で留学で

きる在ど思ってもいないけれども地質調査所にいるお

陰でS大挙でPh.Dをとられたある先輩にはげまされ

ながら奨学金の申込み方法などこまかいことまで教え

ていただきさいわいにもまず渡米することカミできた.

3年2ヵ月自分の好きなようにやらせてもらいながら

｢ずいぶんごゆっくりだったね｣の一言で談笑に入られ

た斎藤地質調査所長や不在中の私の仕事を分担して受

け持ってもらった人たちの留学することへの理解のある

地質調査所にいたことを自分としては本当に幸せだっ

たと思う.さてもし留学できるあるいはする場合に

理想的なのはどこに行って何を勉強するかがはっきりし

ていることであろう.だからと言ってしっかりした目

標のたい人は留学すべきではないと言うことではない.

新卒の人などとくに地質学の問題点がはっきりつかめ

ずに4年聞を過したかも知れない.私はどうものびる

素質ものばし切れないで大学を出る人カミ案外に多い様な

気カミする.それは日本の大学は一般論として教えるこ

とに不熱心でありその上休講カ茎多いからである.こ

れについては標題を改めて述べたいと思っている.話

を本筋にもどして進歩と合理性を常に追及する生活態

度の人はアメリカの大学は絶好の場であろう.何をの

問題はそこで考えても遅くはない.

ある程度の年配者が留学される場合には素直に｢お

めでとうしっかり勉強して下さい｣の声の陰で何かと

かすか狂雑音の入るのが極東の島国日本の悲しい現状

である.私などは環境が変れば日本でできる事以上

の成果が上がるかも知れない期待の上に日本や自分を

石原舜三

客観的にみつめ得ること国際的視野に立つこと外国

語を実地で習うことおよびその他もろもろの見聞きす

ることを含めて機会を作ってできるだけ出るべきだと思

うのだがどうだろう｡｢や一アメリカ人は動物で

すな交ユンヘンのビｰノレはうまいですわ人間ちゅ柾

あどこでも同じですなこれカミ私の数十力国を視察し

た今回の旅行の3つの結論ですよ｣とはロｰマで会った

一前首相と同期だったが売物のある日本代表の言であった.

“ThankyOu"にも突差の返答ができない貧弱な語学力

をひっさげて旅の主目的である国際会議にこれから出

席されるとも聞いた.欧米人の愛の表現が寝室からは

み出しているのも他の2点も日本にいたってわかるさと

一笑する前に私などはその人カミ体得されたことを買い

たい方である.かと言ってこの様な最低の日本人に

は旅先で2度と出会いたくはない.

私が外地で会った日本人留学生をみているとだいた

い次の4つに分けられる.

.A純粋に自費で留学する人

･B外国の知人をスポンサｰにその家庭その他から通学する人

C目本政府あるいは会社などからの奨学金で勉強できる人

D外国政府または大学祖との奨学金で留学する人

Aに属する人は昨年4月から急増している.国と勉

強する場を自由に選べて私からみるとうらやましい限り

っだた.理想的だと思う.しかしAやBに入れる人

は限られていようし若い人たちが向学心に燃えるうち

にCの節中に入れるには日本の奨学金制度は余りに貧

弱なのが現状である.そこでつても金もないが勉強

したいという人にはDだけが残された遣と怒る.

Dの中で政府支出の奨学金制度のうち最も規模の大き

いものはアメリカのフルブライト奨学金である.し

かし1961年に私が聞いたところでは理工科専攻の人は

民聞会社の寄付により各大学自体が高額の奨学金を持っ

ているために全額支給の奨学金の試験は受けられない

ということであった.現在でもこの点は変っていない.

したカミって地質学専攻生にはその他の国の政府奨学金

で支給者数の多いものや自然科学が優先されるものが

有利となってくる.以｣二は往復旅費および滞在費持ち

の全額支給の場合であってフルブライトには他にア

メリカでの生活保障のある人に対する旅費支絵の奨学金�
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①

アメリカ西部の大学に留学す

ると緑の深山に紺青の湖

の以Aspen(ポプラの一

種)にいろどられる秋の山腹

粉雪をける冬の生活と犬自

然を楽しむことができる皿

バンス山とエコｰ湖を望む9

刀の'日1⊥順の白いのは新

雪右側の白はアスペン

②

乾曝しているために東部

と違って露出がよく野外

での地質調査の勉強には最

適だ.

Mortiso皿formationの

モリスンの近く左側の山

は四ツキｰ'口脈の前衛で右

側の中･古生層をつきあげ

ている

③

9月中ごろからどの大学でも授業が始まリ校

庭は渚気をおびてくる

コ四列ξ鉱山大学では新入生は本などの持物を

頭の上はして校庭を走りながら教室を移醐する

ならわしがある

④授業はよく準佛iされていて必須事項はすべてプリントにして配られる実

験器具のじゆうぷんなことはもちろんである西部の大学ではアイビｰリｰグの

大学などと違って学生はスポｰツシャツで登校しき喰う屈さは狂い

(4年生用の繭繊揖石学の時閉)�
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制度がある.これについては後でのべる.Dの2番

肩の方法大学の操学金の揚含には研究残を豊寓は持っ

ているご&ぱ私の留学生潜がおもにアメリカであっ危

ことと併世てア刈カの大学紀擦点をしぽることに癒

ると思う古

外鰯歓瞭め鑑蟻禽制膜

この奨学金は往復旅費留学串の生活費抽よぴ授薬料

が支縞窓れる&いう弗常終恵蜜れ花ものが多い岳印に

はごく少数湖婁スウ滋一ヂンの様ぽ旅費は串額しか支

絵し抵いものもある圭これらは一緕慈れて團の窓口で

ある文部省留学生課で敢り級勅れでい肋蔓次絶掲載す

るぷう紀各国大使館や嫌独終掲ごなわれているものも

ある珀

寛鶴幾鰯憲篇鰯学塗灘1オｰ汲トラリアヅラジ

ル鴛嵐一ジｰランドオｰ渓トリアベルギｰ濯夢

ンス(一般留学)ドイツ(DAAD)イタリアス吻靱固

デンスペインスイスチ狐鴛イン河イラクパ

キスタンフィリピンタイアラブ遠合｡

大使館:デンマｰク潔讐汐異(技衡留学)締イ

ツ(フンボルト)イランイスラエル(公使館)

その他:フルブライト委員会1アメ顯掬藏ソ協余

ソ連英国文化振興会:イ串妙裁料学技術庁原子カ局

フランス(原子カ関録)ブルガジアのソフイア大学1ブ

ノレガリア自然科学研究振興会:動ナ索その園の文部省

アフガニスタン科学技術序振興局禺際協カ蘇1オラ

ンダこのほかに特殊な研究紀関するものはその遺の機

関たとえば菌なら厚生省と曽づたよう紀窓Qが分か

れている場合もある.

以上のうち地質専攻の人に重要と恩われるものを大学

で示してみた肯これらの奨学金留学生の募集について

は各大学や大巷匁商業新闘を通じて発表されている｡

直接牟紙を出すのも一方法花ろう当おもな機関の所

在地を次に鵜載しよう､

次に各奨学金について説明してみたいが詳細につい

ては上詞の機関に閥い含わせて欲しい.募集要項は年

ぽよって少しずつ異扱るのが常である､

イ串鞍異

腕童鮎C棚鮒11警砥◎larshipと言われるもので資

格は激材～総才(夏凋1目付)の者で学士取得者または

同欝の資椴のあ篇もの昔例年9月中旬から10月末まで

の剛ζ英園文化振興会で準備した申込書と専攻科目に関

する短文および壌名の推薦書(いずれも英文)を提出し

て蹄し込む､蕎類選考に通った人は12月中か上旬の

蟻簿聞め鴻頭潟ぷび繁記試験をうける.合格者は往復

旅費のほか互肋月分の生活費と学費淋支給され7月頃

船で旅並っ､鰯ト鑓年度分には約170名カ茎応募し

五⑩～卿名紀支絵巻れるそうである.試験内容は1964一

碗隼のものが夏鰯隼の英語研究の2月号に出ている.ご

参誇蛮で｡

カナダ自然科学振輿会;Natura1ResearchofC嚢搬養騒､

��睡�慮�愀

フランス大使館;港区麻布宮士見町33,電47ト⑪且?ユ

ドイツ夫使館;港犀麻布広尾町35鷺473-015夏

茅費汐異

ここは轟本立てで技術留学と原予カ技術留学を除曹

着い人肉蜜のフランス政府総費留学(腕燃鰯謡王鋤d銚

曲碗鮒撚鵬鵬刈のみ&り上げてみると資橋はイギ

ジスの場含と同じで花植隼制ま鑓才蜜でだいたい婁

月串のいずれかの驚に串込みをしめ切り試験は串～下

飼紀繰り返し行なわれる｡㈱嬉一鑓年度の実績は応募

宥99名紀含格脅遂3名試験の内蓉は公表養杓ない､

粁イ拶

ここでも却はり大学や研究所な妊ですで紀技術を持り

た入(鰯～鰯才)を対象紀したフンボルト奨学金(婁⑪名募

集)と着い入の花めのD息ADとに分けられている白

DAAD(De雌§ch航Ac琶舶㎜is曲飢A鵬漉鵬chd池蝸t)

紀は10月螂付31才談での人が麻募で慧豆66凄一髄隼

度の実績では串込みのしめ切秘五地蝸藪月上旬1饒

潟聞悠わたって筆記潟よび口頭試験が行なわれ花岳

受験脅は鑓名で跳名が採用されたが今年は班名に減

るそうである里

掬ナ餅

蝸ω臓亘馳鰐鮒曲c棚鵬童呈s曲⑪i鮒純如と曽われるも

ので博士号を持つ鱗才蜜での人紀隈られオ夢ワの

晦廠銚双蹴と資曲c鰍跳三1に必要誇類を送り書類審

査のみで決定謹れる｡しめ切は亙9髄一鍋年度の場含

は夏月孟蝸であった串�
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⑥授業のすんだ午後の中ごろに抵ると疲れ休めに学生たちは学生

会館に集まりコｰヒｰを飲む立っているのはインドネシアから

の学生

⑤分光分析の時間などは4～5名の小クラ菓で能率的1こ勉強ができる

⑧挙期中にほ学芸祭その他楽しい催し物が多い

HomecomingdayにはFraセemity

は飾られ両親や恋人女友だちを呼んで

全館を開放し一同中遊びまくるこの買

はまた近所の子洪たちや町の人々までも

参加する

⑦またFr飢emityで集団生活をしている友人を花ずね牟りして

くつろいだひとときをすごす

左は2ヵ月寮で同室だったインドの少牢So1i

中央は筆者右ほコロラドの友人Chuck

⑨その時には体育館で前夜誤が開かれるいろ

いろ柾だし物のあと慣例のクイｰンが選

ぱれる=1ロラド鉱山大学のような男子が

ほとんどの大学では近くの女子大学に候

補青をつのる

⑩そのうち紀長いようで短い2学期聞がすぎ6月上旬には各大学一せい1こ卒榮式の目を迎え角帽

をかぷって晴れの弐にのぞむ(コロンビア大学)�
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ソ漣

現准工｡名の学生を毎律等スクワの女将大学に送ってお

1)詳細は膚ソ脇余の友好大学係熔現金あるいは切争

で工20円を添克て締込むと説明書その他を送ってくれ

る.高校卒業の独身者に限られる.

アメリカ

4月21目に応募用紙をしめ切り5月22～24目に面接

25目に筆記試験と身体検査をして適格者が選ばれた.

Orientati㎝は26目ですべては東京で行なわれた.

1965-66年度については2月15目まで必要書類を申し

一の図誇蜜に最新年度のものが保管されている稻,

大学院留奨学金はその大学で正概の学生に放ること｡を

姉縄&,したもので自分のりたい識義を数課員とり

あとは集験で適すようなこ&はでき扱い｡それぽは一

般約ぽ肴って3種類あって拘束の全く拙/s曲⑪i脈･

嚢五加週に一潅時閥(互5時開くらい)指導教授の塞験助率

をする･胴工榊嚢ゆそしてやはり一定時間講義の助手を

義務づけられるA紬銚鋤t§的おがある宕､最後のも､

のはすでにその講義を優誘扱成績でおった肴で英語が頭

語の鰯からの人という制約がつくので'われわれ紀は談

ず適期慈れないヨs必ぬ総h亘拶かもら免れば最高だが

州鼠の槻金で一護か扱われている州立大学では額がごべわ

ずかで,むずかしいよう植帝しかしこんなごとを心配

するよりまず行きた〉'所へ手紙を出してみることだ.

私の揚含は東京のアメリカ文化センタｰ(港区芝公園

女予会館電請棚一般鵬)で要覧を調べ潟本人学生

枇少なく｡蜘蝸に近ギ所をして遡拶ラ汽鉱山大学お丑

タ州立大学そして専門でありたウラン鉱床の研究に積

極的澄つだ鷺滋ンぜア大学熔手紙を串じだ古外国人踊

奨学金はないか舵のご没わり状のきたユタ州立大学を

除蓄送られて蜜た入学中込書と奨学金叩込書にその他

の必要書類をつけて正武1押込んだわけで珍る_

その必要書類凸は大学凄年聞の成績､英文の3名の推

薦欝学会誌紀発表した論文淋あればその別刷および

英語め能力証明欝であ狐これはどこのでもよい揚含

と指窟の所(アメジカ大使館とか一基地の高校である

成増高校な1ど)のものかいる場合とがある1一･この他.

Educationa1TestingServiceの能力試験(Ap砒ude

T組)カ婁専門別試験(AdvancedTest)あるい柱その

双方が大学1はって必要在場合がある.それらの申込

みは濠ズアンゼルス(Educationa1TestingService:

む㈱A鴻出嚢鮒幸､Ca腕r幽､､帆S､及｡)=へ襲た試験減

年紀姦国東京の成増高校で行なわれてい馬1前者はか

つての進学適性検査のようなもわで内容はやさしいの'

彪が問題の数州多いのと語棄の点で文科系の闘題は骨で

齢る岩解答法はδつの答のどれかの枠を鉛筆で塗りつ

ぶす方法で蹄間切れで残った問題を官員的に埋める方

法は蜜か扱い曲理科1系のものは数式や関が入るのでま

牟楽杜しかしながらごり試験の成績が悪くても資本

の教育水準の高窓から入学は蜜ず許可慈れるよう想､｡

専粥別試験では湾本の大学で習うことよりやや山1二の程

陵の閥懸嚢で掛る由婁役の人はともかくとして.卒業

後何卒かたっている人は自分の専門外のことを復習さ

れる必繋がある花ろう.また一般論としてアメリカ

の一般地質一地層名とか有名な化石岩石鉱床などの

一/�
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⑩一A6月から9月中旬までの3ヵ月は夏休み地質の学生の多くは

学資加せきに西部の鉱岬こ出かけてゆく仕事沐みにはこわれ

た丸木小屋にかつての黄金時代に夢みた人たちをしのぴながら

ふざけ合う

⑫フランスのグラノｰフ.ルは次期の冬期かjンビヅタ姦鑑として脚光

を浴びてきたフランスアルプスに近い静かな町だ大学は旧市街

(手前のごちゃごちゃした所)の外側や丘の上にあリ近代的校嬢物

である構造地質と山と雲の好きな人には絶好の場所といえるか

もしれない夏期3ヵ月のフランス語の授業にも定評がある

⑩一B

⑱ドイツ語を学ぼうと思った人はGむe色he･i蝸ti鮒:の名を聞いたことがあ

鰐総も麟畢鵜置塞瀞差カ肇燃ぺ沸㈱真

陸轟鰯を思わせる南ドイツに小さ恋湖に面して建てられてい

在米中2回の夏休みを私はニュｰメキシコの山の中で地質図

を作り地化学探鉱をして働いたインド人とカナダ人をまじえ

て国際色豊かな私たちの仲間

萎萎

グラノｰプルではアルプス機造と{の好きな藤原さん(右から2

人目)に会った高陵1時代から10年計画でこつζつ貯金して独力で

こられたと聞いたアノレプスのふところを突走りシャモニｰやラ

･メｰジュに1目で行けるとは何としあわせなことだろう

(ラ･メｰジュ山ろくにて)

⑮ここの学敏は寮付きで鉄筋3階建てとこじんまりしており世界各国

からの学生が集まっている写真の2人はアラブ連合からの学生4

月の南ドイツは春にはまだほど遠く庭に花はまだみられない�



』44口

⑱影や妙イ彩の葵》喰翻ζ'#脇鰍級鰯婁海月単位の学期秘鍛終試験塾遡麦慾ぷ

隻鮒まΦ畿丘ポ,&怒Q蜜肴い溶湾童ξ)もう1ごなると無銭旅行の準備をす幾人

鐙かい則こはぺ多シダでミュンヘンど大学1ご入る準備をする人などで撃校は悠

}ルを楽しむぎやかになる

場所一を知っておくとよいと思う.合格者の最低線はる｡

ロラド鉱山大学のFe11owshipで税込み月170ドル(月

払い)に授業料700ドル(それぞれの学期初め払い)

コロンビア大学のScholarshipは税なし2学期分で3000

ドル(学期初めに2回払い1500ドルの授業料はこの中

から年間で払う)だった由換言するとこれが1学年

聞の必要経費ということである睦

このようにして渡米が本決りに匁ると旅費支給の奨

学金の試験のために英会語を卵心に勉強をする里

塞ではζこに委託凄れていたことおよぴ渡米し

て窪凋の学期初め前のE岬五搬怒湖鋤tTestがこ

この試験終そりくりである､鯨の3つの理由からで

勘る｡他国のことばで新しいことを勉強するわ

け想から渡米前の五年間はここで会話だけに没

頭するくらいの心算りで力をつけて欲しいと思う｡

濁来会講学院は昼間部(900一王43◎)と夜間部

(蝿｡oc一班｡0c)と虹分かれている週5同制の学校

で新学期は遮月い0月で王年半で卒業する吉

しかい月&?月紀編入で巷る中卒業し放くて

もこごで鵬を終免た程度の実力があれば渡米

してもし的ぶんである,入学または編入の試

験は高校程度の知識のいる筆記試験とテｰプか

ら流れてくる質問に答える口頭試験に分かれてい

次に筆記試験の例を少しあげてみよう.

正しいものを右の3つの答から選ぶ.

A童鰯蝸童_童h嚢§tω鋤tscam釜｡none,a11,of

γ至言嚢獺慧資亙∀iSiteaWaSalnuSiCian.

wh主｡h,to,t6双ho卿

丁畑銅山勘鵜鮒筐芝｡obi&severa1;重ew､鷲虚

__磁泌餐銚ω鋤t§狐嚢鯉｡d.獅u出ヨ劔鍬y呈鼠ny.

入学潟よび編入試験の現在の競争率は昼間部で約藪倍

夜間部で棉∬倍程度彪という曲次回は3月凄蝸に夜

間部に2蝸紀屡間部記入る人の試験があ為苗

フランス謂ドイツ譜為よび演シア語については東

京に石仏学院(東京都新宿匿帝ダ喬船海馳釜電360イ224)ゲ

ｰテ学校(チ代鋼は飲閏町2一三王駿6ト6鰯)そして目ソ

学院(渋谷区千駄ケ谷3-11電402-1409)がありフラン

スとドイツでの語学の学校を探しておられる人は下記で

詳しい情報が得られる.

○痂磯鯛tio鵬豆d鍋U曲螂雌嚢敏駄｡ie§加aP釦se壌:

蝸泌ω鍬瓢遂鼠蝸脾i夏韮p数出一鈴酎鋤囎

G㈱伐紗至鵬枇鮒量A汰掴む泌瓢凶曲t鯛ξ凱総孤:M鮎曲e膿凄呈

L鋤b慧必が挑駕3/五言D鋤室§ch丑独乱

費用はアメリカより少し安く授業料を含めて月に約

sフラ円で生活で蓄る歯

謂単釣蕃引チ蕃方溝

英語合議を勉強するにはラシ泳帥一ドまたは

アメリカ文化喰ンタｰのA鵬吻ho鴛臨纂呈鮎のテ…プ

を健用するなだの独習ほか英会謡の学校に入るのがよ

く後者では賃水余話学院(新宿匿四谷H工聰

35ト飢肌国電四谷駅で降りて北側徒歩3分)をすす

める珪､それ1該入学試験や篠講がある匁ど曹びしいこと

フルブライト委貴会の旅欝支給の奨学金の試験がユ96嬉年

留寧は濃いて錫艦擬紫

外鰻を聞くを私のような戦後派吾こはずいぶん遠くに

感じられる圭卒論は串園大塵だったと年配の人ぼ言わ

れるとうらや讃しく思う冒資本から兇えるソ連や韓国

中團放婆へ行くのが薄欧の国冷へよりむずかしい現在

の政治情勢は擦決で慈ないものだろうか.

ことばと地域性ということはよく語られる,民族の

移動に関係し彪フィンランド講とハンガリｰ語の類似性�
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のような例を除げば隣国間の言語は共通点を持つこと

が多いまた欧州ではユｰゴの北部ではドイツ語が通

じフランスのイタリア寄りでイタリア語がドイツよ

りてドイツ語が通ずるようにことぱと地域との結びっ

きがよく理解できる.もしアメリカで中国人や韓国の

学生たちに日本人学生が会うとほとんどの場合は英語

で話すようになることだろう.日本人に対する外国語

はいまや第2次世界大戦以前の中国語や朝鮮語でな

くて遣陪使や遣唐使の頃の中国語の位置を占めている.

だが対象が西欧とアメリカに文化の中心が動くにつれ

て変ってきている.ことばの伝播の第1次的要因であ

る地域性は政治社会および文化などの第2次的要因

によって置きかえられようとしている.この傾向は交

通と通信機関の発達によって今後ともますます強めら

れて行くことであろう.これが現状の日本でその外

国に行くには個人のふところが余りにさみしい.しか

し外国との人の交流が少なく､風通しの悪い"日本の

風通しをよくし島国根性をたくし国際的視野に立つ

ために一人でも多く日本を出て欲しいと願う.その

場合の理想的な留学の時期についてこれからの若い人

たちに次のことを提案してみたい.

まず高校卒業と同時に大学に入学の決まった人は4

月から5ヵ月の予定で欧州の旅に出て欲しい.このた

めには大学の入学期を9月に変えねばならない.欧米

の大学で勉強する人のためにも入学期を調整して欲しい

し長い夏休みか第1学期中に入ることは休みの意味カミ

半減するし何としても4月始まりには不賛成である.

東京外国語大学の串田孫一教授などは長年にわたる

変更論者なのだカミ文部省は実行しそうにもない.ヨ

ｰロッパではユｰスホステノレを利用して各国を旅行しな

がら各国からのホステラｰたちと話し合う.これが

ユｰスホステルの意味のあるところで単なる安宿的な

考え方や日本である政党に利用されているようなあ

り方は創立者シル㌢ン氏の願ったことでも扱いし間

違っている｡そして旅行の最後にイギリスに渡りど

こかの爽庭に身を寄せ家事を羊伝い匁がら英会語を

磨いてくる山

登一浜ツバの工一スホステルは各所にあり安くた

とえばドィッでは一泊が90～エ20ペユッヒ(80～nO円)

である｡交通費は横浜から船汽車および飛行機を徴

うシベリヤ経南で驚一壌ツバに行けばバリまで一週間

かかって片道10万円弱だしもし希望者が増え飛行機

を団体で借り誉ればもっ&遠く安く行けることだるヅ

もし本当に行く気があり中学入学の時から準備すれ

ば員本の中流衣庭の人にも無理赦注文ではないと思う吉

この時期にアメリカ旅行をすすめ狂いのは歴史に浅

いCOnfOminiSmの国からは欧州に比べて学ぶこと

の種類は少ないし深さも足りないと思うからである.

また豊かな物質生活に入ることはやさしいがそれか

ら元にもどることは非常にむずかしいと考えるからでも

ある.2回目は日本の大学を卒業後すぐにアメリカか

ヨｰロッバの大学で自分の専門を進めて欲しい.習う

ことの多くなった今日では修士までは4年過程の大学

の延長のように在っている.最低2カ年は外国で勉強

していただきたい.経済的たことは奨学金にたよる.

日本人は個人としては世界的に優秀だと思うので普

通の大学でまじめに勉強した人であれぱどこかの奨学

金は必ずもらえると信じている.

第3回目は30～40才の間で就職した後の仕事につい

て会社や政府など日本側の奨学金で勉強してくる.

期間は10ヵ月狂いしは1年でよいと思う.

そして最後は50才前後に管理職としての短期間の視

察旅行である.これは3ヵ月程度でよいであろう.

外国にいていつも考えていたことは日本の方向づけ

のことであった.優秀である日本人が世界のどの先

進国よりもよく働いているのにどうしてもっと住みよ

くならないのだろうカテ･結局個々のエネルギｰカミある

方向に集約されていないからであろう.蛇の歩むに似

て私たちはずいぶん無駄な歩き方をしている.そし

て時には変な方向づけをされて大東亜戦争と言う苦い

経験をしてきた.この問題は根本的には日本の宗教と

日本人の思想というものにつながると思う.一国の首

相が国造り人作りをさけぱねば荏らぬ日本である.

簡単に解決できる問題ではあるまいが何とか解決しな

ければならない大きな日本人全体への課題である.

そのためには岡目八目日本の外に立ってとくに若

い人たちに日本をみつめていただきたいと思う.そし

て皆で考えよう.この文中で詳細を省いた面もある.

具体的な質問などあれば喜んでお答えしたいと思ってい

る苗(繁者は鉱床紗

⑳オランダの小さ狂い抵が町のホステルで会った少女たちは自転車で各国をま

わっていた英語もドイツ語もきれいできくと学僕で習っただけだとい

う日本人にあったことを非常によろこぴ次々に筑間を浴びせてきた�


