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南北戦争後，南部の白人教育振興
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い私の経歴を全く問題にしなかっ
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解できなかった。私が評価の方法

学士で大学院の心理学科に進める

が，私の場合，言葉のハンディを

も記述したシラバスを初めて作っ

のかどうか」を尋ねると「英文学

考えると 3 時間が必要だろう。

たのは，1968 年，ミシガン州立

の学士も心理学の学士も同じ学士

すると毎週 64 時間（授業に 16

大学で教えた時だった。

だ」と簡単に言われた。実際，心

時間＋予習に 48 時間），あるい

グリフン教授のように決められ

理学科の主任教授も学部レベルで
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義をするクラスは良かった。社会

国際学生クラブの運営について意

ード・ショーだけが文化交流では

学のブレアリー教授はジョークで

見を求めてきた。ところが，学期

ない。勉強して，アメリカの研究

講義を始めるのだが，これを理解

が始まり役員選挙の集会で，予想

者と共同研究ができるようになる

するにはアメリカ南部の歴史・社

外のことが起きた。マニラ市出身

のも，永続性のある文化交流じゃ

会の知識が必要だった。みんなが

で教育行政専攻の学生が立候補し

ないか」と言った，心理学科主任

どっと笑っている時に一人笑えな

て，私を抑えて会長に選出された

で 1966 年にアメリカ心理学会会

いのは実につらい。ある時どうい

のだ。「会のプログラムの計画は

長になるニコラス・ホッブス氏の

うわけかみんなと一緒に声を出し

副会長の君の仕事だ」と事務局長

言葉が忘れられない。

て笑ってしまった。ブレアリー教

は私の肩を叩いて激励してくれた

授は怪訝そうな顔をして私を見

が，憂鬱な気分だった。新会長は，

学成績を予測する変数について修

て，「今のジョーク分かったのか」

戦時中，二重スパイの役割を務め

士論文を書いた。「あなたの学業

と意地の悪い質問を，フレンドリ

たという。アメリカ軍の情報を教

成績を含む個人情報を調べること

ーな雰囲気のなかでした。とっさ

える振りをして日本軍の様子を探

になりますが」と書いて協力を依

に「笑いは伝染する」と返すと，

り，それを米軍に教えた，と得意

頼したところ，ピーボディー大学

教授は首をすくめて「コバシガワ

そうに喋っていた。1945 年のマ

外国人学生のほぼ全員が快く私の

は shrewd な奴」と言った。

ニラの日米攻防戦で約 10 万人の

調査に参加してくれた。「米国留

「文化交流」の新しい解釈

私は外国人学生のアメリカの大

フィリピン人市民が死傷したとい

学という恩恵を受けた者の義務

勉強に精を出すと同時に，アメ

われ，信憑性はともかく，理由と

だ」と言って調査に参加してくれ

リカの社会についても好奇心があ

して日本軍が軍民を区別すること

た学生もいた。参加者の動機はと

った私はいろいろな集会にも精力

なく残虐な行為を繰り返したから

もかく，論文作成に支援してもら

的に出かけて「遊び」も忘れなか

だという説があった。こういった

え，国際学生クラブの副会長を務

った。金曜の夜になるとゲームや

日本軍のことが会話の最中にふと

めたことはロスばかりではなかっ

ダンスを楽しむ「クリスチャン学

飛び出す時代で，35 歳も年上の

たようだ。

生集会」があった。シャイなアメ

新会長とは仕事がしづらかった。

終戦直後の 1946 年，アメリカ

リカの学生がいると，「いい社交

ともあれ，各国自慢の食べ物を

では児童心理学のハンドブック

場があるよ」とこの集まりに連れ

紹介する集会，初めて試みたダン

Carmichael’s manual of child

て出かけたりもした。

スパーティー，学年末恒例ディナ

psychology が出版された。大学

私が最も積極的に参加したの

ーなどの催しは盛会で，アメリカ

入学直後にそれを手にした時のこ

は，ピーボディーとヴァンダビル

の学生の支援もあってクラブはよ

とを岡本夏木氏は次のように書い

ト大学の共同組織「国際学生クラ

くまとまっていた。ヴァンダビル

ている。「その分厚さと，紙質の

ブ」だった。メンバーはほとんど

ト大学の好意で，多くの留学生が

輝きや図表の鮮明さは，それまで

が外国人学生だったがアメリカ人

初めてアメリカン・フットボール

の戦中戦後の粗末な自国の本に接

学生もいた。イスラエルの学生と

の大学対抗試合を観戦することも

して来たわれわれにとっては驚異

気が合って，「来年は私たち二人

できた。

であった。発達心理学との感覚運

が会長と副会長になって会のムー

私がインターナショナル・クラ

ドを変えよう」と，余計なことに

ブの副会長を務めたのは，大学院

運動的出会い」とはうまい表現だ。

首を突っ込んでしまった。

一年目の学業に専念すべき時期だ

次回は，私自身の発達心理学への

った。「留学生には，『文化大使』

興味を振り返り，その途上で出会

会では寸劇まで披露した私の活動

として『文化交流』という仕事も

った人々について語りたい。

が目立ったのか，次年度の初めに

ある」とよく言われた。そんなこ

大学の留学生係と事務局長が私に

とを得意気に喋る私に，「国際フ

集会には欠かさず出席し，晩餐

動的出会いであった」―「感覚
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