住宅及び商業物件用の高品質ブランドを
取り扱っています。

Koapaka St.
Koapaka St.
Chef
zone

Lagoon Dr.

感動的体験を、多くの努力す

トイレ、水栓器具、キッチン、外用電化製品
ホットタブ、スパ
天然石、磁器、コーツァイト、コッパー、その他

ショールームにぜひお越しください

自己実現と期待
自己実現の道程に不可欠な
れを持続する限り必ず実現す

えなくて良い。その上で、本

る子どもたちに見てきました。

リフォーム専門！
ハワイで 35 年以上の実績！

Lagoon Dr.

たい、そして人に好かれたい
という要求）

る」と知ることです。塾で初

のは、「心に描く期待は、そ

グループや仲間から一目置か

対面の生徒に必ず質問するの

承認の要求（所属した

れる存在となり、仲間に尊敬

第

されることを求める願望）

当に進みたい学校はどこです

その目標達成に向けて知恵を

く心の中を占めている状態を

「私たち一人一人が、今、心

篤の「

3/1-3/31 詳しくは店頭にてお尋ねください

Alsco

Chef
Zone Ryder

Truck
Rent

Honolulu
Airport
Honolulu
Airport Ocean
Side

JN Used
Auto

H-1 / Nimitz Hwy.
KIA Auto

JN Auto

2933
KOAPAKA ST.

受験指導一筋 年！ ドクター高橋俊明がこっそり教える秘訣集

イオラニ、
プナホウへの道

年間、日米の
の能力や可能性を思う存分発

か？」という生徒の本心です。

は、「可能、不可能など今考

揮し、創作的活動や自分自身

自己実現の要求（自分

たちと接してきて実感するの
の人間的成長を図りたいと思

第

は、好奇心を触発することが

塾という場で、多くの子ども

がえます。約

【その 】 好
 奇心と期待
好奇心と向学心
アメリカの著名なジャーナ

できれば、およそすべての子

リストにして晩年
バークレー校の医学部准教授

絞ればよいわけです。本気な

「欠乏要求」と呼び、ここか

に抱いている『期待』は、必

の承認の要求が強

人格を磨かれていない状態に

る」とは、世界的な経済学者、

ず未来の経済現象に反映され

経済の分野でも同様です。

あると述べています。その一

ら必ず道は開かれます。その

の生理的要

段階の

になったノーマン・カズンズ

分類のうち、第

本当の願いがわかれば、後は、

すことができるということで

う要求）

す。その向学心の向かう先に

の著書「人間の選択」の中に、 どもに向学心のうねりを起こ
彼がアルバート・アインシュ
求から第

マスローは、この

タイン博士にインタビューし
自己実現があるのです。

自 己 実 現 （

向学心と自己実現

た話が記されています。カズ
ンズ氏は、「先生が半世紀
間の研究で学ばれたこと全部
を、五分間で要約できます
）という言葉は、
realization
心理学者アブラハム・マス

S e l f - ら脱却できない人は、あまり

げかけました。すると博士は
ロー（

か？」という質問を博士に投
「子どもの好奇心によく注意

香港中文大学の劉学長の言葉

する心を持続する限り、最後

を「成長要求」と呼び、真の

Abraham H. Maslow, 方、第 の自己実現要求が心
の中を突き動かしている状態

を払え。そこにこそ、最も新

1908-1970) が 、 磨 か れ た 人
間の行き着く終着点であると

は必ず実を結ぶ」という心の

鮮で、最も貴重な知識の探求

一般に低次元の要求が満た

です。縁があって関わること

人格の潜在的な可能性を十分

されると、より高次元の要求

になった青少年たちが「期待

に発揮することを意味します。

人間はこの状態の中から出現

奇しくもこれは、明治の文豪

さまざまに変容する人間の心

芯を失わないで持ち続けるこ

してくると説明しました。

にして医学者だった森鴎外が

とを私は期待しています。そ

がある。」と答えたそうです。 して表現したもので、自己の

遺した家訓と道を同じくして

までいかず、第

を、人間心理学者マスローは、 へと段階的に移行する傾向は

事に、熱心に力を集中すれば、

年と同じ仕
人が余りにも多いとも嘆いて

遂には他の人には出来ないこ

年
います。それに比べ、第５の

とを平気でやってのけるよう

年
自己実現要求のみ一度満たさ

になるであろう」という言葉

だけで人生を終わる

れても、より高い次元へと自

通りの人生となるでしょう。

、第

あるが、第

次の

段階にわけました。

います。その家訓には、「子

生理的要求（食欲、性

分を高めようとする傾向性を

うすれば、作家・武者小路実

どもが好奇心から質問したこ

第

欲、睡眠欲など）

持つとも言っています。

20

とには、親はどんなに忙しく
ても、真剣に答えなければな

安全の要求（衣類・住

第

要求）

居など、安全・安心な状態を
得ようとする

洋の東西を問わず、これら

らない。」というものです。
知性の頂に立つ方々の言葉に

第

かのグループや仲間に所属し

Commercial & Residential Serving Hawaii Since 1981

1

BUY ONE GET ONE 60% OFF

値引きします！

ドクター高橋俊明
心理学博士
ドクター高橋塾塾長
宮崎県出身。東京教育大
理学部生物学科卒業。東
京教育大教育学部心理学
科で修士号取得、ハワイ
大心理学部で博士号取得。1968年に川崎市、
69年に文京区、そして77年にホノルルに塾を
設立。2016年7月現在、ハナハウオリ校に4人、
プナホウ校に57人、イオラニ校に35人合格、
平均合格率は58％。
Web：www.juku-in-hawaii.com
☎808-949-3366／808-679-5612（日本語）

10

5

青い屋根と
蝶が目印
TEL: 834-2722. 2933 Koapaka St., Honolulu HI 96819

50

所属と愛の要求（何ら

は、子どもの好奇心というも
のに対する甚深の洞察がうか

Lighthouse Hawaii 3.16, 2017
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１商品お買い上げで、もう１商品は 6０％オフに

$500
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Nimitz Hwy.

バスルームのプロダクトなら当社にお任せください

当社 35 年の経験を持つ日本人スタッフが親切に対応いたします。
日本語担当 : えつこ ホリオまで
月～金 : 8am ～ 4pm. 土 :9am ～ 3pm. tokitrading.com
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