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社長からのメッセージ
フィラデルフィアも長い冬に終わりをつげ、桜のつぼみもふくらみはじめ、
春がもうそこまで来ています。フィラデルフィアでの 3 度目の桜の季節を迎
え、いよいよ最後の学期となり観光ビジネス学部最後の、そして最高のプロ
グラムであるシニアーセミナーも半分を終わろうとしています。テンプル大
学観光ビジネス学部の大きな顔であるこのセミナーについて私、倉島侑里が
お話させていただきたいと思います。
このセミナーでは観光ビジネス学部副学部長ジェフリーモンテーグを CEO，
代表取締役とし、メインキャンパス・センターシティーキャンパスの２つの
セミナーを会社として成立させています。そこに７つの部署を設け、部長を
中心にプロジェクト、学部広報作成、資金調達イベントの企画、制作をし、
会社を運営していきます。各４０名のクラスの生徒が社員として実力を発揮
し、メインキャンパス、センターシティーキャンパスがそれぞれの大きなイ
ベントに向かって準備しています。
私が CEO にシニアーセミナー、日本人初のプレジデントのポジションを任
されて約１ヶ月が経とうとしています。CEO が決めたポジションにはそれぞ
れ大きな、そして深い意味があり、個々の足りない部分や特色を考慮した上
での、CEO の的確な判断で編成された組織が会社を動かしていると言えま
す。まれに仕事が出来ず解雇されると言う場面もありますが、個々の様々な
トラブルの対処の仕方、それに対する各部長の反応などがすべて評価の対象
とされています。今回、メインキャンパスで CEO の掲げたメインテーマは
国際性だと考えています。それゆえに日本人である私がプレジデントに選ば
れたわけです。アメリカの大学でアメリカ人以外ましてアジア人が、率先し
て４０名弱のセミナーを動かしていく、、なんと大それたことでしょう。し
かし、ＣＥＯが何を考えて私をプレジデントとして選んだかというのは、イ
ンターナショナルなスピリット（特にアジアンスピリット）をビジネス基盤
として組織を運営していくと言うことが、私の経験ももちろんですが、ほか
の生徒の貴重な経験になるからだということなのです。アジア人のソフトな
フィーリングを表に出した会社の組織作りにつとめつつ、いよいよ間近にせ
まったネットワーキングセミナーに向け社員一同、心をひとつにして頑張っ
ております。日本に外資と言われる海外資本の会社が増え、様々な国の人が
日本で働き、そして日本に沢山の外国人観光客が訪れ、国際化が進み、国際
結婚も増えている昨今、将来を見据えたこのセミナーに参加できたことは、
どこへ出て行っても通じる経験となることだと確信しています。私事ではあ
りますが、３年間テンプル大学テニスチームの一員として、NO1 プレーヤー
として、そしてキャプテンとして、大学の誇りを胸に最高の環境でプレーさ
せていただけたことを大変感謝しております。これからもこの経験を生かし
常にテンプル大学の卒業生と言う誇りをもって、社会で活躍していきたいと
思っております。
テンプル大学 メインキャンパス
観光ビジネス学部スポーツマネージメント学科 ４年
テンプル大学 女子テニスチーム キャプテン
倉島 侑里
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ツーリズム
「日本の冒険」
ジョー ケアー
テンプル大学の観光ビジネス学科を専攻
する学生なら分かるだろうが、この専攻はコネ
クションがものをいう。実際にこのコネクショ
ンが役立つ事があったのでお話しよう。テンプ
ルに入学してから仲良くなった日本人とのこと
だ。ある日、彼から夏にテンプルジャパンで授
業を取ることを聞いた。私はずっと日本に行き
たかったので、彼が日本にいる間に遊びに行く
と軽く冗談を交えて約束した。誰しも口だけの
約束をすることがあるだろう。しかし数ヵ月後、
よく考えてみたときに、今なら日本に訪れるこ
との出来る場所や友人がいるのだ、と気づいた。
そして深く考えることなく日本行きのチケット
を予約していた。フィラデルフィアから飛行機
に乗って 13 時間後、成田国際空港にようやくた
どり着いた。そこからさらに彼のアパートがあ
る東京豊島区まで車で 2 時間。ようやく彼の小
さなアパートに着き数時間落ち着いた後、アパ
ートから歩いてすぐの小さな牛丼屋で初めて日
本の味を体験した。言っとくが日本の料理は絶
品である。日本のラーメン屋で食べるラーメン
は今まで食べたラーメンの中で一番おいしい。
牛丼もおいしかったし、魚もとても新鮮だ。
食べ物だけでなく、人々もとてもフレンドリー
で感じがいい。そんな日本で生涯忘れることの
できないすごく良い思い出が二つできた。ひと
つは友達のおばあさんの家で、本格的な日本の
習慣を体験することが出来たことだ。彼女はと
ても優しく、私に日本の習慣を沢山教えてくれ
た。例えば、伝統的なお茶の飲み方(茶道)や餃
子、味噌汁の作り方だ。特に茶道が私の心に残
っている。なぜならその際に使った手作りのお
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茶碗をおばあさんが後で僕に記念に、といって
くれたからだ。何度かドアのフレームに頭をぶ
つけたのは別として、おばあさんの暖かいもて
なしには感謝しきれない。
もうひとつのいい思い出は山で 30 人もの
日本人の学生の中で一晩過ごしたことだ。友達
の高校の同窓会だった。私一人が 30 人ものなか
で英語のみしか話せないということは、私にと
ってとても貴重な経験だった。彼らと限られた
会話しかできなくても、人生の中でも一、二を
争うほど楽しむことが出来たのだ、きっと一生
思い出に残るだろう。もし、これを読んでいる
人で旅行をしようと考えている人がいたなら、
学生のうちにしておいた方がいい。この専攻を
通して、どんなコネクションを手に入れるか分
からないからだ。

「手荷物持ち込みの便利さ」
ステファニー シェイファー
幼いころ、家族でイエローストーン国立
公園を訪れにモンタナ州に行ったことがある。
空港に着きしばらく待たされ、やっと外に出ら
れたと思ったらすぐ近くにあるウォルマートに
行ったことを覚えている。そこで父のスーツケ
ースがない事に気づいた。行方不明になってし
まったのだ。
交通局の統計によると、2006 年 8 月には
1 日平均 14089 個もの荷物がアメリカ全土の空
港で無くなっている。なんて不便なのだろう。9
・11 のテロ以降セキュリティーの規定が厳しく
なり、手荷物を機内に持ち込みする事すら難し
くなった。もちろん規定が厳しくなるのは理解
できるし、少しも疑問に思わない。しかしうま
く荷物を機内に持ち込めれば、荷物が紛失する
ことを心配せずに旅を楽しめるのだ。それには
簡単な秘訣がある。
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秘訣１:基本はダッフルバック。
機内にある棚に入れられる荷物は横 22 インチ、
縦 14 インチ、高さ 9 インチ。それがどれだけ大
きいのか想像しにくいだろうが、ジムで使うダ
ッフルバックが理想的な大きさである。そして
大抵ダッフルバックには横にポケットが付いて
いる。もし、きちんと詰められれば旅行に必要
なものを全て入れられることができるのだ。
秘訣２:大事なものだけ。
例えばどこか暖かいところに行くなら、まず短
パンを 2 枚、T シャツを 5 枚、よそ行きのシャ
ツ、パンツやスカートを何枚か、水着、下着、
そしてサンダルを。もしフィラデルフィア発な
ら目的地の方が暖かいだろうから厚着になって
しまうだろうけれど、大抵どこでも夜は寒いの
で出発時にロング T シャツ、トレーナーにはき
慣れたジーンズでいれば、旅行している間それ
らを着まわせる。必要な物だけを考えて持って
いくのだ。
秘訣３:飛行場やホテルにあるお店を有効
に活用。
セキュリティーが厳しくなって以来、歯磨き粉、
ローション、日焼け止めクリーム、シャンプー
やコンディショナーといった液状のものは機内
持ち込み禁止になってしまった。だが持ち込め
ないのならば目的地で普段のサイズより小さい
旅行用を購入し、旅行中に使い、帰りには捨て
てくればいいのだ。そのために少し余分に旅費
を持ってくることをお勧めする。荷物を機内に
持ち込むだけで荷物が紛失することもなくなる。
それだけではなく荷物が出てくるまで待つこと
もないし、もし国際線でもすぐに税関に行ける
ので便利だ。旅行中に不愉快な気分を味わう機
会が減り、快適な旅を楽しめる。手荷物の機内
持ち込みを促進する事は旅行客だけでなくホテ
ルや旅行代理店の利益にもなる。そしてなによ
りも荷物を紛失されて不満を抱く人々も少なく
なるだろう。
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ホスピタリティー
「Fado、サッカーをアイルラン
ドの伝統とともに」
ファクリー マターメン
私がフィラデルフィアのセンターシティ
ーに住み始めてもう 7 年になる。他の国に住ん
でみて気づいた事といえばフィラデルフィアの
ような町で、自国で当たり前にしていたような
事をするのは自分へのご褒美に値するくらい時
には難しいという事だ。例えば、一日中友達と
サッカーの試合を観る事。このフィラデルフィ
アという町ではみんなフットボールに夢中だ。
誰もがフィラデルフィア・イーグルスというプ
ロフットボールチームに熱中し、シーズンとも
なればイーグルスマニアの中心地になる。私に
とってこのお祭り騒ぎは楽しいが、同時にサッ
カー観戦の場を探すのが困難になってしまって
いるように思う。
私のサッカーへの情熱はイーグルスファ
ンのそれに劣ることなく強く、この街で観戦で
き る 場 所 は な い か と 探 し た と こ ろ 15 ｔ ｈ と
Locust の角に Fado(ファド)という素晴らしいア
イリッシュパブがあった。2002 年の夏に見つけ
て以来いまもずっと通い続けているこのパブで
は、アイリッシュの伝統とサッカーを共に味わ
うことが出来る。スタッフはフレンドリーで、
お店はとてもインターナショナルな雰囲気をか
もし出している。素晴らしいエンターテイメン
トだけでなく、料理もすごくおいしい。この場
所はきっとパーティー好きの人にはたまらない
だろう。去年の夏、ワールドカップが行われて
いた時期はずっと Fado でサッカー観戦をしてい
たが、なんとも言えない気分だった。
ここのおかげで、新しい出会いにめぐまれ、友
達もたくさん作ることができた。Fado は国際性
を提供することによって、フィラデルフィアを
アメリカの中でも多様な文化の存在する町にす
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るために貢献している。そしてそれを求める客
たちを満足させているのだ。

るから、そして似たような目標があるからです。
私たちみんなは、家族のようなものなのです。
ここで出会った人たちは最高の人たちです。教
授、クラスメイト、チームメイト、コーチやテ
ンプル大学のスタッフ、みんな私を一員として
迎え入れてくれ、そして歓迎してくれました。
そのおかげでアメリカ生活で慣れていくこと
は、とてもスムーズに行くことができました。
そして、今この国とここで出会った素晴
らしい人たちにお別れを言わなくてはいけない
時が来ました。あと 2 ヶ月で、インドに帰りイ
ンターンをやり終え、テンプル大学の立派な学
生として卒業します。アメリカでの 2 年間半は、
私に自信をあたえてくれ、リーダーシップを身
につけさせてくれました。そして何より人間性
を向上させてくれました。テンプル大学とフィ
ラデルフィアは私にとって第２の故郷になりま
した。

スポーツ
「留学生という生活」
シャラーニャ パタービ
私は、インドのチェンナイ出身です。私
はフィラデルフィアでこの 2 年間過ごしてきま
した。現在、テンプル大学ではスポーツマネー
ジメント学科を専攻しています。自国と家族か
ら離れるのはとても辛いことでしたが、テンプ
ルで得てきた知識や経験はそれ以上のものでし
た。留学生としての生活は今のところ、刺激的
な毎日を送っています。アメリカという新しい
国を見ることが出来て、様々な国からの人と出
会い、文化を学べるいい機会なので、初めてア
メリカに来た時はカルチャーショックを受けま
した。食べ物から、服、自由、価値、ライフス
タイル、そしてコミュニケーションのとり方ま
で全て、アメリカとインドは全く異なっていま
した。しかし、ここでのライフスタイルに慣れ
てくると、だんだんこの国でのことや人々の生
活のことを理解するようになってきました。
留学生でありながらアスリートであると
いう経験は私にはとても新鮮なものでした。私
は女子テニスチームの一員で他に 7 人のメンバ
ーの中５つのアメリカ以外の国からの留学生が
います。毎日が新しい発見であり、ほかの国の
事について、教えられる事が必ずあります。新
しい言葉、新しい食べ物の味、たくさんの文化
に触れ合うことで、たとえ違う環境で育ち、違
う文化を持ち、違う言語を話したとしても、心
の深いところでは、みな同じなんだと気づかさ
れました。みんなここにいるのは何か使命があ
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