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President’s Message 

Bradley J. Wilson 
Greetings, members of AATJ!   

My name is Bradley Wilson and I am the current president of our 
wonderful organization.  It has been a warm spring and it seems like it 
will only get hotter as we head into the summer months here in the Year 
of the Sheep.  However, the heat outside pales in comparison to the 
passion we have for the language and culture of Japan. 
 It is a tumultuous time when it comes to school and state budgets 
for education.  We are seeing some of the largest cuts to educational 
funding in Arizona in recent years.  However, there is a resilience in 
those of us that teach Japanese.  We strive to see our programs continue 
and do our utmost to ensure that, even with a dearth of funding, we provide the best education to our 

students that we can.  Nevertheless, it is a large task to ask of any one 
sensei to keep their program afloat on their own.  This is why it is 
critical that we work together as members of AATJ to ensure that our 
programs stay strong and that we take advantage of all the opportunities 
that we have in order to maintain the quality of our work.  Therefore, let 
us do all we can to swell the ranks of AATJ so we can create a cohesive 
and effective organization that has the manpower (and womanpower!) to 
preserve what we have so carefully wrought. 
 Do you know someone who is not yet a member of AATJ?  
Please encourage them to join!  It would be particularly great to see 
more interaction and articulation work between the high school and 
college levels.  We can only accomplish this by growing our 
membership and increasing our interaction.  On April 12th, we pulled off 
another successful statewide Japanese Speech Contest.  This event 
provides a means to unite not only the students of Japanese in Arizona, 
but also the educators.  I am always impressed by the quality of work 
put forth by the members of AATJ for the speech contest and I hope that 
we can take advantage of our skills and ideas to generate even more 
opportunities for us to work together in the future.  Keep up the good 
fight!         
 Do you have any ideas or suggestions for events or activities you 
would like to see AATJ work on?  Please e-mail your ideas to: 
president@aatjaz.org! 
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アリゾナ日本語教師協会の大切なメンバーであった故菅原先生への追悼文を落合先生が寄せ

てくださいました。 
 
A Memorial for Mariko Sugawara Bragg Sensei 

Emi Ochiai Ahn 
 
Mariko Sugawara Bragg Sensei passed away in February, 2015, 

after 19 years of teaching at Mesa Community College as a Japanese 
instructor.  Sugawara Sensei was born in 1952 in Miyako, Iwate 
Prefecture, Japan, graduated from Miyako High School, and earned a 
Bachelor’s Degree from Atomi Gakuen University, majoring in 
English literature with certificates as a post-secondary teacher and a 
librarian.  After working for 12 years at the University of Tsukuba 
International Office, assisting international students, she earned a 
Master’s Degree in TESOL (Teaching English to Speakers of Other 
Languages) at Arizona State University.  Later she worked for the 
University of Chicago Library while her husband, Chris, was 
completing a Master’s degree at the University of Chicago.  She 
taught Elementary, Intermediate, and Advanced Japanese and other 
subjects at Arizona Gakuen School, Mesa Community College, 
Chandler-Gilbert Community College, and Arizona State University.  
She served AATJ as a long-time active member and chaired the 18th 
Annual Arizona Japanese Speech Contest in 2007 at Chandler-Gilbert 
Community College.  After she was diagnosed with cancer in April, 
2013, even while undergoing treatments she continued to teach until 
she eventually had to be hospitalized.  She completed her Japanese 
teaching career at Mesa Community College on November 5, 2014. 

Sugawara Sensei was a very diligent and creative teacher.  Her 
distinction showed in the useful, well-thought-out handouts she loved to make for her students and 
share with colleagues.  Her excellent classroom teaching was also noted by many including her former 
students and the previous World Languages Department chairperson at Mesa Community College.   

Sugawara Sensei was a careful, efficient, organized, and trustworthy colleague.  She helped 
maximize students’ learning with her quickly-completed yet thoughtful teaching materials, gave freely 
of her time and care, and never forgot or delayed any appointments or assignments.  She served as an 
excellent role model for students learning life skills and behaviors.  Due to her excellence in teaching 
and her generous nature, her colleagues including myself felt very comfortable asking her for opinions, 
suggestions, and advice.  She gladly shared her ideas, help, and work without attempting to earn credit. 

We truly miss her and still cannot believe she has left us, although some time has passed since 
her death.  We, AATJ, owe her greatly for her dedication to Japanese education in Arizona, and we 
would like to use our memories of her to reflect on our daily teaching and other professional activities.   

 
Emi Ochiai Ahn 

October, 2015 
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第 2６回アリゾナ日本語弁論大会 
The 2６th Annual Arizona Japanese Speech Contest 
 
２０１５年４月１２日 メサコミュニティカレッジにて第２６回アリゾナ日本語弁論大会が開
催されました。今年度は２月になくなられた菅原先生への追悼の意を込めた大会となりまし

た。参加者は４２名でした。入賞者は以下の通りです。 
 
The Twenty-Sixth Annual Arizona Japanese Speech Contest Winners 
 
Category A 

First Place  Diana Salaiz    Arizona State University 
Second Place  Jacob Callaway  Pima Community College,  

West Campus 
Third Place  Joshua Rogers  Mesa Community College 
   

Category B 
First Place  Gao Qiankui   Arizona State University 
Second Place  Arvind Ganapathi  Arizona State University  
Second Place  Skyler Morrison  Paradise Honors HS 
Third Place  Jenna Bosley  Paradise Honors HS 
Third place  Angelique Guerrero  Arizona State University 

  
Category C 

First Place  Jared Nelson   Mesa Community College 
Second Place  Miranda Fry   Arizona State University 
Third Place  Alicia Lim   Desert Mountain HS 
 

Category D 
First Place  Davin Kim   Arizona State University 
Second Place  Evan Yoshioka  Arizona State University 
Third Place  Tiffany O'Barr  Arizona State University 

     
Best Effort   Krystina Owens  Gilbert HS 
Most Creative  Morgan Ewers  Mesquite HS 
Judges' Special  Michelle Alexandrova Arizona State University 
Philosopher's Award  Jimmy Seto   Arizona State University 
Penmanship  Alicia Lim   Desert Mountain HS 
 
Grand Prize   Davin Kim   Arizona State University 
 

 
Congratulations! 



AATJ Newsletter 

4 

写真提供 Kelly Moeur先生  

２０１４年、第２５回アリゾナ日本語弁論大会の大賞受賞者が辞退したため、次点のＢカテ

ゴリー１位の、アリゾナ州立大学生、ミランダ・フライさんが、ジャパンエアライン提供の

日本往復航空券と、ＩＡＣＥトラベル提供による日本での１週間のレールパスを使い、東京、

京都を旅したレポートを寄せてくれました。	 

	 

Traveling to Japan with my Father 
 Miranda Fry 

This article is dedicated to Miko Foard, Dolly Oishi, Shoji Komiya, Keiko Kariya, and 
everyone else who helped make my father’s and my trip to Japan possible. Thank you!  
 This year during spring break, from March 8 to March 16, I traveled to Japan with my father 
using a plane ticket I won as the runner-up to the grand prize of the 25th Annual Arizona Japanese 
Speech Contest. We traveled to Tokyo, and then we took the 新幹線 (shinkansen, bullet train) to 

お詫びと訂正 
前号の記事の中で誤りがありました。正しくは以下の通りです。 
（誤）デザートリッジハイスクールで第２５回アリゾナ日本語弁論大会 
（正）Arizona State University で第２５回アリゾナ日本語弁論大会 
読者の皆様、関係各位にご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。 
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Kyoto. There are two important things I learned on this trip: 1) Always plan a trip, especially an 
international trip, at least three months ahead of time, 
and 2) Japanese people will go above and beyond to 
help someone in need. 
 Like I mentioned before, I was the runner-up 
to the grand prize, not the grand prizewinner herself. 
The grand prizewinner had turned down the prize, 
but only three months before it could be utilized. 
My professor, Foard-sensei, strongly suggested that 
I take my trip during spring break so that I would 
not miss any classes. Taking her advice, I had only 
one month to plan my trip: Notifying people of my 
travel dates, buying plane tickets for my flights to 
and from Los Angeles (LA), getting my Japan 
Railways (JR) rail pass, planning our itinerary, and, 
of course, packing. Because I am busy all days of 
the week with school and a part-time job, these 
additional jobs proved to be harder than I thought, 

but I managed to get them done in time… just barely.  
 In general, the actual traveling was a nightmare, but once we were actually in Japan we were 
able to wake up from that nightmare. We got to the airport about two hours before we were supposed to 
board our flight to LA, but because we did not take into account that fact that it was spring break, we 
were not able to get through security in time. We were put 
on standby a few times to try and make it to LA in time for 
our Tokyo flight but it did not work, so we ended up 
missing both our LA flight and our Tokyo flight. We ended 
up spending over 14 hours at the airport waiting for our LA 
flight that night at 10:50 pm. At that point, we had lost over 
a day of our trip. Luckily, my contact with Japan Airlines 
(JAL) Dolly Oishi was able to arrange it so that both my 
father and I could make a second flight to Tokyo the very 
next day. 
 Once we got to the Narita International Airport, we 
took a complementary train to Tokyo Station. We had 
trouble finding our 旅館 (ryokan, traditional Japanese inn), 
so we had to take a taxi. The ryokan we stayed at in Tokyo, 
and in fact the ryokan we stayed at in Kyoto as well, were 
old houses that had been converted into hotels. This means 
that the rooms were very small and that there was a shared 
washroom and bathroom, which are always separated in 
Japan. Even though I knew a little about what to expect of a 
ryokan, it was much different than what I had seen in my 
favorite anime shows, but of course I still enjoyed staying 
there very much.  
 On the first day, we went shopping with my cousin, whose husband is stationed in Japan, and 
her two sons. We were staying in Ueno, so first we went to the アメヤ横丁 (Ameya Yokochou, 

My father and I at 浅草寺 (sensou-ji, Sensō 
Temple) in Asakusa, Tokyo 

My father’s and my room at the旅館 
(ryokan, traditional Japanese inn) in 
Ueno, Tokyo 
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Ameya Yokochō) outdoor market. The Ameya 
Yokochō has a lot of history to it; it was created as a 
black market in the years after World War II. Then, 
we all took the train to Akihabara, a place I like to 
call the anime enthusiast capital of the world. And 
finally, we parted ways with my cousin and went off 
by ourselves to Shibuya, where we witnessed the 
Shibuya scramble crossing and went to Shibuya 109, 
a Japanese mall.  
 The next day, I took my father to 浅草寺 
(Sensou-ji, Sensō Temple) in Asakusa. I had been to 
Sensō Temple the first time I visited Japan with the 

Kakehashi Project. He really enjoyed the temple, all 
of the Buddhist iconography, the nature surrounding 
the temple, and even all the vending machines 

everywhere. We even got the chance to see some cherry blossoms up close. After we spent some time 
at the temple, we went back to Akihabara to get some souvenirs for my little sister, who loves video 
games. Because we had already lost a whole day to the airport, it was already time to move onto our 
next destination: Kyoto. We had no trouble getting 
to Tokyo Station and even riding the bullet train; our 
trouble came after it was time to get off the bullet 
train. After we got off the bullet train, we were in 
Kyoto Station. Unlike Tokyo, Kyoto does not have 
very many JR train lines to different parts of the city; 
the most efficient way to get around is by bus. We 
ended up getting on the right bus, but accidentally 
rode it about 20 minutes north of where we were 
should have gotten off. Luckily, we had gotten off 
right by a café that was still open. Someone was 
parked in front of the café, so my father decided to 
ask him directions. After a little bit of 
miscommunication on both parts and two cups of  

 
coffee, the man finally hailed a taxi. He and his 
girlfriend followed the taxi to our ryokan to make sure 
we got there safely. If that was not kind enough, they 
even came back after we had gotten settled, and with 
snacks. All four of us sat around a makeshift table we 
made out of my father’s suitcase drinking, eating, and 
laughing. Even though there was a language gap, we 
still managed to hold a good conversation and express 
our thanks for their kindness. 
 The next day, we made an effort to go to the 銀
閣寺 (Ginkaku-ji, Silver Pavillion) and walk the 哲学
の道 (Tetsugaku no Michi, Philosopher’s Path), but a 

GAMERS, a 漫画 (manga, Japanese comic book) 
store in Akihabara, Tokyo 

桜 (sakura, cherry blossoms) at Sensō Temple 

The couple who helped us get to the ryokan in 
Kyoto and my father having some snacks 
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lot of the shrines and temples were closed to the public. That night, we ate dinner at a vegan restaurant 
we had seen that morning. I had heard that there were vegan restaurants in Tokyo, but I was very happy 
to discover that there was one right by our ryokan in Kyoto, too. 
 Over the next couple of days, we visited places such as 清
水寺 (Kiyomizudera, Kiyomizu Temple), 伏見稲荷神社 
(Fushimi Inari Jinja, Fushimi Inari Shrine), and 二条城 (Nijou-jo, 
Nijō Castle). Some of my favorite things we did in Kyoto were 
exploring the city by foot, eating at the vegan restaurant, and 
visiting Fushimi Inari Shrine. Because the public transportation to 
the areas around our ryokan was limited mainly to the bus system, 
we had to do a lot of walking. I actually liked doing as much 
walking as we did because we got to see the beautiful scenery of 
Kyoto. My favorite place to explore was the area almost 
immediately outside our ryokan, near the Philosopher’s Path. There 
were a lot of locally owned shops and restaurants and it seemed 
very nostalgic even though I had never been there before. And 
although we did not get the chance to reach the top, I really enjoyed 

the scenery and 
atmosphere of 
Fushimi Inari 
Shrine. Fushimi 
Inari Shrine, and really a lot of places in Kyoto, made 
me feel like I was in the past, like I did not belong to 
this time period and I had some sort of greater purpose. 
It was a very spiritual feeling, like my heart truly 
belongs in Japan. I cannot wait to return to my second 
home again! 

We did not see everything we had wanted to 
see by any means; the time went by so quickly. I know 
that I will be able to travel to Japan again, but being 
there with my father was a special experience I might 
not be able to have again. 
 

My using a “selfie stick” to take a picture of my 
father and I at   二条城 (nijou-jo, Nijō Castle).  

One of the walkways up to 伏見稲
荷神社 (Fushimi Inari Jinja, 
Fushimi Inari Shrine) 

第 27 回アリゾナ日本語弁論大会	 
 

The 27thAnnual Arizona Japanese Speech Contest 
Sunday, April 17, 2016 

 

Gilbert High School 
1101 E Elliot Rd, Gilbert, AZ 85234 
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震災の陰に 
パトリック・スルサー* 

 
 	 ２０１１年の震災と津波と原発事件で、日本の福島県は世界中で有名になった。つまり、

海外でほとんどの人は福島を被災地として初めて知った。それで、２０１２年に JETプログ
ラムの一員として原発から２５キロしか離れていない福島県の南相馬市に住むことになるこ

とが分かった時、本当に驚いた。南相馬は原発に近いだけではなく、海岸にあるから、津波

によっての被害も被った。そして、アメリカを出発する前に色々な疑念や心配があったが、

ここに三年間住んだ後で、本当にここに来られてよかったと言える。 
	 赴任地が分かったのはユタ州への家族旅行の途中だった。メールをチェックしたら、JET
プログラムからの新しいメールが届いたのに気付いた。そのメールの内容の中で初めて気付

いたのは県名 - 福島県。次に気付いたのは知らぬ市名 – 南相馬市。ウィキペディアで「南
相馬市」を調べたら、 も見たくなかった言

葉が携帯の画面に現れた。「東日本大震災」、

「津波」、「原発事件」、「放射線」、「避

難」。正直言えば、本当に落ち込んで困って

いた。我がままかもしれないが、六年間の日

本語の勉強と一年間の日本で働くための就職

活動の後で、一番欲しかったのは「普通の体

験」だった。つまり、日本に二、三年しか住

まないかもしれないから、普通の所で、日本

の普通の日常を体験したかった。しかし、

「被災地」と「普通」は反対語ぐらいの言葉

とさえ思った。それでも、南相馬市に行って

働くことにした。 
	 私は２０１２年の７月の下旬に南相馬に着いた。災禍の影響はまだ生々しかった。海岸の

近くでは、ほとんどのビルは流されて、基礎と瓦礫しか残っていなかった。少し南に行けば、

誰も住めない避難地区に入る。私の住んでいる場所はその区域から数キロ離れていて、空き

地に帰ってきた避難者のための仮設住宅がいっぱい建てられている所だ。その狭い、急場し

のぎに建てられた住宅地を通ったら、帰ってきた人の現在の生活の苦しさを感じずにいられ

ないと思う。閉鎖した店もかなりあって、通れなくなった道路と線路もあった。でも、瓦礫

は少しずつ取り除かれたり、除染する活動も行われていたりしている。人々はできるだけ普

通の生活を取り戻そうとしているようだ。 
勤務先の学校は一つの中学校と二つの小学校だ。全ての学校で先生と生徒は私をあたたかく

歓迎した。学校では、生徒はみんないつも英語の授業にちゃんと集中しているというわけで

はないが、授業や部活に対しての生徒のかなりの努力と頑張っている姿には感動する。学校

                                                
*
パトリック・スルサー：2009年にジェイムズ・マディソン大学の歴史部を卒業。2011年にアリゾナ州立大学
の日本語部を卒業後、2012 年に JET プログラムの外国語指導助手として渡日後、現在まで福島県南相馬市在住。
第２０回アリゾナ日本語弁論大会 Dカテゴリーに「私の可哀想な炬燵」という演題のスピーチで参加。ペンマ

ンシップ賞を受賞。「静かだけれど実行力のある人」（フォード先生談） 

桜の咲く春の南相馬 
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の運動会や文化祭のようなイベントに行く

と、生徒は一生懸命楽しもうと努力してい

る。生徒と話すとよく将来の夢(スポーツ選
手になるとか、歌手になるとか、家族の農

場で働くとか、先生になるとか)について話
してくれるのが嬉しい。学校では、テニス

やサッカーなどのスポーツと吹奏楽部など

の部活が人気で、その活動で放課後の時間

が満たされている。 
	 学校の外でも、市民の優しさに感動した。

日本での生活に慣れるには少し時間がかか

ったが、同僚達や出会った市民のほとんど

はとても優しくて、よく助けてくれた。こ

の三年間のうちに、色々な人と友達になって、家に招待されたり、旅行に誘われた。	 何人

かの地元のビジネスの持ち主とも知り合って、日本の有名な「おもてなし」を体験するだけ

ではなくて、この人たちが皆、福島県で頑張って、南相馬市の未来を切り開いているところ

も見た。 
	 震災を体験した人の話も聞いたことがある。一人の女性から、地震後の数日間、南相馬へ

の物の運搬が一時的に中止されて、食べ物などが少なくなった生活の苦しさを初めて聞いた。

一人の生徒からも、家族の農地が放射線の汚染で、もう農業ができなくなったという話を聞

いた。そんな話を聞いて、震災の影響の範囲がもっとはっきりと把握できるようになった。

でも、人の言葉と行動から、災難の苦しさを乗り越えたい希望も明らかだ。例えば、住民に

避難命令が出て無人となった南相馬市小高区でボランティア活動に参加した時の話しだ。	 

みんなで草刈りをした畑のそばに柿の木が立っていた。放射線の汚染で、農業が禁止されて

いたが、一人の男のボランティアがその木から一個の柿をもいで、少し齧って、「美味し

い」と言った。その行動は私の記憶にはっきり残っている。「あの男性は自分なりに福島に

対して人の抱えている恐怖と偏見に抵抗したのかな」と感動した。 
	 ここに震災後に自分が住んでいることを不思議に思わざるを得ない。震災があってから、

たくさんの記者などが福島に来て、震災と現状に

ついての記事が書かれた。でも、福島県の住民の

声はちゃんと伝わったのだろうかと疑う。南相馬

に住んでいるが、震災をテレビでしか見たことの

ない私には、被災者の感情や体験は少ししかわか

らない。それで、この記事を読んで下さっている

皆さんには、南相馬と東北の人たちの生の声にも

耳を傾けるようにお願いしたいと思う。東北の人

の話をじかに聞くことで、震災と復興、現代の問

題と未来の希望がもっとはっきり分かるようにな

ると思う。 
	 南相馬市に来る前に、心配はあったが、日常生

活の中でもうあまり心配しない。健康診断で、異常や体内の放射線が見つからなかったし、松島にて 
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福島産の食材からも何の悪い影響もない。正直言えば、自分よりも、まだ仮設に住んでいる

人や避難でまだ地元に帰れない人の方を心配している。これからも、日本の政府と社会は被

災地の復興に向かって、できるだけ援助してほしいと思う。 
	 読者の中には被災者のために何かしたいが何をしたらいいのか分からない人がいるかもし

れない。私が一番いいと思うことは、福島に対しての偏見を持たずに、まず現状についての

正しい情報を信頼性の高いところで調べることだ。インターネットでは沢山の、根拠のない

噂や意見があって、福島への恐怖を深めるばかりだ。だから震災を体験した人たちの話を直

接聞いたらいいと思う。人はよく東北復興のための建設や除染や投資について話すが、人の

誤解と偏見をなくすことも必要ではないか。 
	 読者の皆さんの中からも、JETプログラムに応募
したい人もいるかもしれない。JETに応募して、東
北に来る人もいるかもしれない。そうなれば、心配

もいろいろあるだろう。でも、ここに三年間、問題

なく住んでいる者として、心配しない方がいいと言

いたい。本当の東北を体験したら、豊かな自然と優

しい人に惹かれて、日本の田舎の暮らしを満喫する

と思う。 
 
 

 

再び日本の皆様へ	 （第１回） 
Andrew Chang 

	  
	 皆様に 初のメールを差し上げてから八年になります。その後も洋を隔てた米大陸から西

太平洋の国際情勢の激変に、不安と危惧の目で故郷の台湾と懐かしの日本を眺め、皆様の幸

福と国の安全・繁栄を願いつつ毎日過ごしてきました。 
	 しかし不幸なことには二年前福島で発生した悲劇とその災禍のひどさに胸の潰れる思いで

見守り、命を落とした不幸な方々の冥福を祈り、一日も早く再建復興の途を辿るよう祈りま

した。 
	 が悲痛と焦燥で明け暮れるうちに、災禍の直後、嘗て見た日本の美しい伝統と精神を見出

し、心が温まる思いをしました。 
それは愛する親身の方を失い、住む家も津波に洗い去られ、悲しみと飢餓の内にも災民は助

け合い，労わり合う頬笑ましい姿、他の国なら喧々囂々、我先にと救済物資を奪い合う見苦

しい情景の代わりに、絶望の際に立たされても争わらずに、静かに辛抱強く長列に並び、配

給物を待つ行儀のよさと守法精神、それから捨て身の精神で災害の食い止めと救助に災源に

赴いた警察や自衛隊の雄々しい姿に深く心を打たれ、世界各地から賞賛の声を耳にし、敬意

の目を身で感じました。 
	 しかしその反面、近年来経済の衰退による閉塞感、それに社会道徳と伝統美徳の衰落にか

なり、失望し、心を痛めました。特に三万余の高齢者の失踪、または親の死亡届もせず、引

き続きその年金を盗用、白骨になった親の遺骸を家に放置したまま、とても人間社会とは思

えられないニュースに愕然としました。 

山形県蔵王にて 
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岐路に立つ日本の経済： 
 
	 前回の「日本の皆様へ」で戦後の日本復興に“驚嘆と羨望の目で見守り、、、”	 それが	 
“やがて９０年代にバルブ経済が崩壊しだし、、、”	 と触れました。 
確かに戦後の「所得倍増」で国民がひたすら働いて築いた未曾有の好景気はアメリカに次ぐ

世界第二位の経済大国になり、驚嘆と羨望の目で見守り、台湾人としても誇りを感じたと申

しました。 
	 しかしそれもがやがて頂点に達し、停滞と衰退のサイクルに入り、「失われた２０年」、

それに少子化と高齢化がもたらす将来の労働力不足、、、などの経済的・社会的問題、また

膨大な赤字国債などの深刻な問題を抱え、閉塞した社会となり、気が暗くなる思いをしてき

ました。 
 
心霊改造の正念場： 
 
	 筆者のメールに答えある日本の友人は “高度成長でカネ、モノが人生の追及する価値観と
なり、戦後アメリカ軍事力の庇護の下、確たる国家理念の形成を怠り、ただひたすら経済的

利益の追求のみに明け暮れ、国家国民の目指すべき理念を明確にしてこなかった政府をはじ

めとする国家並びに国民の家庭構築に対する姿勢が、今日の状況を生み出していると言えま

す”と、まことに当を得たコメントを頂きました。 
	 またその他の友人からも“その間、日本人は数々の犠牲を払いました。そして、 も大き

な代償は「日本人の心」ではないでしょうか”と。“その根底が「価値の揺らぎ」であり、す
なわち「伝統的日本的な価値観」の揺らぎでもある”	 と考えさせられるコメントを頂きまし
た。”そしてそれは戦前の過激な愛国主義教育から日本を弱体化する戦後「平和憲法」に則る
「ゆとり教育」や「個人主義第一」とした「忘日思想」までになり、「忘国・忘社会・忘道

徳・忘家族」の結果となり、それが蔓延しだした”と指摘しました。 
 
行き過ぎた戦後イデオロギー： 
 
	 確かに敗戦した日本は戦前の極端な軍国主義の暴走で国は未曾有の戦禍に遭い、虚脱状態

となりましたが、幸い主要占領国は民主、人権、自由を重んじる米国だったので「国破れて

山河在り」で戦争の廃墟から立ち直り、ひたすらに働き、急速に経済復興の途を辿り、上記

のごとく全世界から驚嘆・羨望の目で見られたのです。	 	  
	 しかし戦前にあったすべてのものが悪いとする戦後イデオロギーが広がり、それを信じた

戦後の日本社会はその過程で嘗て日本人の誇りであり、世界からもお手本にされたほどの優

れた資質、美的文化、伝統価値がややもすれば失われ、金で基準とする価値観に取って代わ

られ、その結果素朴で「心豊かな人生」の人生観がかなり失われました。 
	 それに「誇り」を失い、自国の文化価値を知らないさもしい人も見られ、「日本的なも

の」が全面的否定に近い戦後の後遺症－自虐史観の風潮－も見られたわけで 
 
急速に変わる世界 ―社会文化と価値観の揺らぎ： 
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	 現今の世界は洋の東西を問わず「すべて金」の社会で、貪欲と物質の豊かさの追求に明け

暮れる価値観念に引きずられ、強欲と不徳、怠惰と享楽に耽る社会風潮が見られ、心ある者

は際限なき個人の権利と自由の主張、気品なき流行などに顰蹙、憂いを感じます。 
	 特に数年前リーマンショックの誘発した金融の崩壊は、危く世界を破滅の淵に追い込みか

ねないまで引きずり、未曾有の危機に直面させ、また昨今に見られる EU圏（特に南欧）の
経済の落ち込みも行き過ぎた享楽・安逸を追求する価値観, 怠惰的労働観の風潮とそれに迎
合する短視的財政、社会政策によるもので、そのため国家の財政は破綻に瀕し、未来の世代

に負わせる莫大な負担をも憚らない責任感の欠如、あまりにも短視的で、良識・良心に欠け

た無責任な人生観であります。 
	 日本も戦後築き上げた未曾有の好景気と経済力もバルブ期に頂点に達し、以降は停滞と衰

退のサイクルに入り、物質の豊かさと所得倍増がもたらした「豊さのボケ」、そしてこれ以

上発展が見えない社会となり、成長で賑わした躍動感が閉塞感に取って代わられました。 
 
復興再起のため教育、産業政策を立て直すべき： 
 
	 日本はこの度の世界的不景気に飲まれ、折悪しく人口高齢化と少子化などによる人口構造

などが同時に発生、それに円高と隣近の新興国の競争で輸出が減少し、コストダウンのため

生産設備の海外移出、その為、社会安定、経済繁栄の基礎であった企業の温情的雇用パータ

ンも変えざるをえなくなり、地方の退廃、社会は不安・混迷で伝統的価値観が変わりつつあ

る昨今となりました。 
	 広大な土地と豊富な自然物資や資源に恵まれたアメリカと違い、日本は凋落を避けるには

一致団結し、限られた資源を生かし、先端技術の開発とすぐれた製品を開発して、行き詰ま

りを打開すべく努力するべきです。 
	 専門家でない筆者にはおこがましいことですが、これから経済発展の舵を変え、自然に帰

り、そして日本独特の環境保全、代替・省エネヌギーの先端分野で新たな技術と美的観念を

織り込んだ「モノづくり」の得意の家芸で製品を開発・生産すれば、世界をリードするに間

違いないと思います。そしてその底力は日本独特の伝統文化、すなわち勤勉、倹約の美徳で

あり、それを支える人間力であります。 
	 従って自国の優れた伝統と価値観を見直し、そしてそれを見直す意味で教育政策と国家観

念を検討し、教育を通して「病んだ国」「誇りを失ったニホン人」から正しい愛国の観念と

自尊心を取り戻し、自虐史観から立ち直るべき。言い換れば自国の伝統や美点を尊重し、自

国の繁栄と安全のため、また国際平和にも貢献できる国家観を持つべきです。 
 
再生のカギ：日本独特の文化と伝統の再認識 
 
従来の日本企業は強欲で暴・短利に汲汲とする冷血なエコノミク・アニマルのような営利企

業と違い、従業員を労わり、伝統的にヒトを大切にする社会的存在であったはずです。それ

に日本文化には他の文化に見られない優れたものがあります。それは自然を愛でる繊細な審

美観、国家・社会に献身する精神、それに弱きものを助ける侠義・正義感の武士道精神、物

を愛し惜しみ、モノを作るのが強みであったはずです。 
	 その証拠には日本文化伝統と日本人の美徳を讃え慕った外国人は近代史で多く見られます。

この点筆者は数年前に「ユニークな日本的美学―心惹かれる日本人の美的意識と情操」で特
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筆しましたが、その後も「日本人へ私が伝え残したいこと」（文春 SPECIAL 2008	 季刊
夏号）との表題で、日本の美とそれにまつわる日本各界の専門家、名士などから寄せられた

貴重なアドバイズに一層感銘しました。 
	 特に筆者の目を引いたのは作家の黒岩比佐子女史の同誌「特別読物」に「日本を愛した外

国人たち」の表題で “礼儀正し”は“洗練された東洋の華”で、“伝統的な日本文化への哀
惜”の風変りの外国人の例を挙げ、また自然と密接に共生する日本文化に憧れた外国人など

を触れ、深く印象づけられました。 
	 このように多くの外国人に敬われ慕われた日本独特の文化と伝統の再認識、再生は日本経

済を支える底力でもあり、経済の立て直しのカギでもあります。そしてそのユニークな文化

を売ることも有力なモデルでもあり、特に地理的に日本に近く、親和的で成長の著しいアジ

ア・太平洋地域の新興諸国のモデルとセール・ポイントにもなるはずです。つまり国力を支

えるのは先端技術で日本特色の製品を作る企業文化と人材であります。（つづく） 
 
The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon 
旭日中綬章: Mr. Kelly Moeur honored in special ceremony 
 
One of our long time members, Honorary Consul Kelly Moeur-sensei, has received recognition for his 
efforts of continual support for friendly relations between the United States and Japan.  Let us all show 
appreciation for his constant support of our two communities.  Congratulations Moeur-sensei! 
 
１１月１９日フィニックスの日本親善庭園にて旭日中綬章を受賞されたモア先生の叙勲章授

与式が行われました。授与式にはロサンゼルスから堀之内総領事夫妻、地元からはJBAA、
アリゾナ学園、姫路市姉妹交流委員会、マツリ実行員会、アリゾナ日本語教師協会、日本親

善庭園などの代表者が出席しました。 
 
New Board Member! 
A Newsletter Editor, 2015-2018 
 
はじめまして。北アリゾナ大学の根岸慎（ねぎしまこと）と申

します。今年度から Newsletter Editorのポジションを引き継
ぐことになりました。当方、アリゾナに来る前は日本で英語を

教えたり、保育園に勤務しておりました。そして、その傍、夏

はミネソタ州に行き、日本語サマーキャンプで教えていました。

その後アメリカでの大学院を終え、現在に至ります。大学院生

の時に院生の学生団体でWebmaster, 卒業後は Alumni 
Representativeを務めていたので、その経験を活かしてアリ
ゾナ日本語教師会へ貢献できればと思っております。よろしく

お願いします。 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 
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AATJ Financial Report Jan. 2014-Dec.2014

Beginning Balance: January 2014 26,789.96$ 
AATJ Checking ���


SC Checking ����	��	

CD created in May 2008 �����

Saving created in Sept 2010 ������	

RECEIPTS:

AATJ membership fees 395.00

Workshop Fees 0.00

Gifts, Grants and Contributions 7,837.00

Interest from CD +Saving  11.21

TOTAL $8,243.21

EXPENSES:

Expenses, 2014 Speech Contest 6,077.67

Workshop Expenses 0.00

Other Expenses (meetings, printing, mailing, phone bill, etc.) 565.32

AZ corporation Commision 20.00

Commission Fee for Lawyer 750.00

TOTAL $7,412.99

Ending Balance: December 2014 $27,620.18
AATJ Checking ���


SC Checking ����	��	

SC Saving ������	

CD �����

���	
�
�  
 
 

 
編集後記： 
２０１５年も残り少なくなって参りました。 
	 今年アリゾナ日本語教師協会は菅原先生の訃報から１年を始めることになってしまいました。日本

語教師としてはもちろんのこと、ボードメンバーとしても、スピーチコンテストの運営においても、

いつも暖かい笑顔で貢献してくださった菅原先生の存在は大変大きなものであったと、改めて気づか

されたのは私一人ではないと思います。 
	 私事になりますが７月より再びツーソンからシドニーに移住し、今年度をもって３年間つとめさせ

ていただいたニューズレターエディターの任期を終了いたします。ご迷惑をかけることの方が多かっ

た３年間と深く反省しておりますが、皆様のご協力、忍耐（！）、ご理解に心から感謝いたします。 
	 来年からは新しいボードメンバー、エネルギッシュな根岸先生に引き継ぎ、これからのアリゾナ日

本語教師協会はより発展したものになると信じております。 後にモア先生の旭日中綬章受賞の

ニュースをお伝えできたことは何より喜ばしいことでした。 
	 会員の皆様のご健康とご活躍をお祈りし、退任、退会のご挨拶とさせていただきます。 
ありがとうございました。 

山田千恵子 
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ARIZONA ASSOCIATION OF TEACHERS OF JAPANESE 
MEMBERSHIP APPLICATION FORM (January-December 2016) 

 
This application form is to join ARIZONA Association of Teachers of Japanese ONLY. If you wish to join 
AMERICAN Association of Teachers of Japanese in addition to ARIZONA Association of Teachers of Japanese, 
please go to their website (ηττπ://ωωω.αατϕ.οργ/) to sign up and choose ARIZONA as your affiliate. Your AzATJ 
membership fee DOES NOT include membership in AZLA (Arizona Language Association). However, if you 
were AzATJ member, you can join AZLA for $10. For more information about AZLA, please go to their website 
(http://azla-online.org/). AZLA membership year starts September 1 and ends August 31.    
On the lines below, please provide your information.     
 
Name: English:                                   Katakana /kanji            
  
E-mail address:                                                                                      
 
Home address: 
 
                                                  
Street                                  city                   state             zip       
 
Home phone number:                                Cell phone number:                               
 
School/Business name:                                                                               
 
School/Business address: 
 
                                                                                                    
Street                                  city                   state              zip  
      
School phone number                                School fax number                               
 
Your position (such as Instructor, Faculty Associate)                                                 
 
Please check your preferred mailing address:  Home address            School/Business address           

 
**Please list any contact information you would NOT like published in the AzATJ directories: 
 
                                                                                     
 
                                                                                           
Below, please check the appropriate box on the left plus any applicable boxes on the right, and then write in the 
total amount you are sending with this application form. (Note:  Active and Patron Membership come with voting 
and holding office privileges, but Associate and Student Membership does not come with voting or holding office 
privileges.) 

�  Active Membership Fee ($15)                 �  Associate Membership Fee ($10)                                     
�  Student Membership Fee (for full-time students only) ($10) �  Patron Fee ($25 or more) 
�  Overseas Member Fee (Additional) ($10)  �  Donation ($      ) 

 
Total $                     □Check this box if you need a receipt of this payment   
  
Make your check payable to AATJ and return with this registration form to:  
 AATJ 
 C/o Mutsumi Hazen        
 Gilbert High School 
         1101 E. Elliot Rd. 
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Makoto Negishi 
AzATJ Newsletter Editor 
201 S Leroux St. Flagstaff, AZ 
86001 


