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Thank you= ありがとうございます。

l am honored to be with you today for your commencement徹 )ml l本国 世界で最も優れた大学の一校から皆さんが卒業されるに当たり、

one of the■ nest universtties in the wo‖d.           | 1同 席させていただくことを名誉に思います。

Truth be told,I never graduated ibm co‖ ege.And this b the c:osest l l実 を言いますと、私は大学を卒業していません。そして今回は、私にとり、

1've ever gOtten to a co‖ ege graduatton.            | |これまでの人生で大学の卒業式に最も近づいた経験です。

Today l want tO te‖ you three stoHes from my lお.That'sit No b瞳 | 1今 回は私の人生から 3つのお話をさせて頂きます。それだけです。大げさ

| |な話ではありません。 3つのお話だけです。deal.Just three stories″

00NNEOllNG THE DOTS (点と点をつなぐ)

The■ rst storyお about connecJng the dots.I dropped out of Reed l l最 初の議は「点と点をつなぐJということです。私はReed大学を最初の

Cd降ge after the ttrst 6 months,but then staved around as a drop― | 16ヶ月で退学し、その後 やく18ヶ月を聴講者として過ごし、それから本当

h fOF anOther 13 months or so before l rettly qu託 .       | |に (大学を)やめました。

So why did l drop o就 ? 何故 私は 退学したのか?

L started before l was borno My Ыolottcd mother was a youngrl lそれは私の出生前から始まる話です。私の生みの母は、若く未婚の大学

unwed graduate student,and she dedded to put me up for adopむon.| 1院生で、私を養子に出すと決めました。

She feL very strongy thati should be adopted by oollege graduates,| |(生 みの)母は私が「大学卒の人たちに引き取られるべき」と非常に強く思
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so evo理押麟ling was a‖ set for me to be adopted at birth by a lawyer

and his wife.

Except that when l popped out they de● :ded at the last minute that

they really wanted a girl.

So my parents,who were on a waiting:ist,got a call in the rniddle

of the night asking: “We've got an unexpected baby boy;do you

want him?″

They sald:“ Of oourse.フ

My biological mother found out later that my mother had never

graduated froFn 00‖ege and that my father had never gradLrated

from high school.She refused to sign the■ nal adoption papers.She

oniy relented a few months iater when my parents promised that I

would go to college.

This was the startin my life.

And 17 years iater l did go to co‖ ege.8ut i naively chose a co‖ ege

that was alFnOSt as expensive as Stanford.and all of rny working―

ciass parents' savings were being spent on my coliege tuitbn.

っていたので『生まれたら ある弁護士の夫妻に引き取られるべくJ全て

の段取りが決められていました。

いざ 私がこの世に生まれてみると、その弁護士夫妻は「私達は女の子が

欲しいJと決めてしまつたのは 段取り外 のことでした。

そこで、順番待ちのリスHこあつた私の両親は、夜中に電話をうけ「思い

もかけず男の子をもらうことになつたのだが、貴方たちは もらう気がありま

すか」と 尋ねられました。

私の両親は「もちろん」と 答えたのです。

後になつて、私の生みの母は、私の母 (になる人)が大学を出たこともな

く、私の父 (になる人)が高校も出ていないことを知りました。彼女は最終

の養子契約書にサインすることを拒んだのです。生みの母は、数ヶ月後に

私の両親が「私は大学に行くことになる」と約束した時に、ようやく承諾し

たのです。

これが 私の人生の出発点でした。

そして 17年後私は(確かに)大学に行きました。しかし私は世間知らずに

も Stanfordと 同じくらい高額な大学を選んでしまい、労働階級の両親のた

くわえの全てが大学の授業料に払われることになりました。

After s枚 months〕 ‡ooJdn't see the vdue in■,l had no ttea whatl 16ヶ 月経つて、私はそれだけの価値を見出せませんでした。私は人生で何

I wanted to do wtth my life and綱 。電ea how oo‖ ege was going to l lをしたいのかが分からず、また 大学が「私が私のしたい事を見つけるJの



help me■ gure it out. をどう手助けしてくれるのかも判りませんでした。

And here l was spendhg a‖ of the mOney my parents had saved l lそ して そうでいながら 私の両親が生涯をかけてためた金額を費やしつつ

their enure‖ fe.s● I decided to drop out and trust thatた wodd a‖ | |あつたのです。 そこで 私は退学することを決意し「全て最後にはうまく

| |いく」と 信じることにしました。work out OK.

■was pretty scary at the ume,but b。 ‖ng back t was one Ofthe l lそ れは当時 怖い決断でしたが、振り返つて見ると、私がこれまでに下した

best decisions l ever made.                  | 1最 良の決断の一つでした。

The mhuteldropped outi oodd stoptaHngthe requttedchssesl l退 学するとすぐに、興味のなかった「必修科目」を取る必要がなくなり、もつ

that didn't interest me,and be」 n dropping h on the ones thatl lと ずつと面白そうな科目をとることが出来るようになりました。

looked far rnore interesting,

It wasn't ali romantic.:didn't have a dorm room,so l slept On the

floor in friends' rooms, I returned ooke bott:es for the $0.05

deposits to buy food with,and l wou:d walk the 7 rn‖ es acFOSS tOwn

every Sunday night to get one good rTleal a week at the Hare Krishna

templ●.I:oved it.

And much of what l stumbled into by foliowing my curiosity and

intuition turned out to be priceless iater on.

それは夢にあふれたようなものではありませんでした。寮の部屋がなかつ

たので、友人の部屋の床で寝ました。食料を買うためにコカコーラの瓶を

集めて 1本 5セントのお金を得るため店に返し、日曜日の夜はいつも町を

横断して Hare K百shna寺院まで、週に一度の良い食事をとりに 7マイル

(1lKm)の 道を歩きました。 私はその食事が好きでした。

そして 私が自分の好奇心と直感に従い、つまずきながら踏み込んだもの

は、後になつて計り知れない価値になったのです。

Let me give you one example:Reed Co‖ ege at that ume ofFered l 11つ 、例をあげましょう。その当時の Reed大学は、おそらく国内最高の

perhaps the best ca‖ igraphy instrucJon in the country.Throughout l l「 美的・手書き文字」の指導をしていました。大学中の全てのポスター、金

the campus every posteL every hbel on every drawer,was l lて の31き出しのラベルは美しい手書き文字で書かれていました。

beautifu‖y hand calligraphed.



Because l had dropped out and ddn't have to take the norFnd l l私 が大学を退学し通常の授業をとる必要がなくなつたので、私は「美的・手

dasses,Idedded to take a ca‖ igraphy class to barn how to do th鶴 .| 1書き文字」を習うための授業をとることにしたのです。

I barned about se滅 f and san serr typefacesl abolt varying the l l私 は、セリフとサンセリフの書体について、異なる文字の組み合わせの間

amount of space between difFerentietter combhaぜ ons,about what l lでスペースの量を変えることについて、偉大なる活字を偉大ならしめるも

makes great typ●graphy greati                 l lの について学びました。

■was beautifuL H説∝ic劉,artisttcJけ subtle h a way that science l lそ れは美しく、歴史的で、科学では捉えられない芸術的な徹妙さでしたし、

can't capture,and i found n fascinating.            | 1私 はそれが魅惑的なものと気づいたのです。

None of this had even a hope of any practical app‖ cation in rny life.

But 10 years iater, when we were designing the flrst Macintosh

computer,it all came back to me.And we designed it a‖ into the

Mac.It was the ttrst computer with beautiful typography.

lfl had never dropped in on that sinJe COurse in oO‖ ege,the Mac

would have never had multiple typefaces or proportiona‖ y spaced

fonts.And since Windows JuSt COpled the Mac,it's likely that no

personal computer would have them.

lf l had never dropped out,I would have never dropped in On this

calligraphy ciass, and personal cornputers might not have the

wonderful typography that they do.

これは、私の人生で何か実際的な役に立つと期待したものではなかつた

のです。

しかし10年後、我々が最初の MachtOshコンピューターをデザインしてい

る時に、それは全て役立つことになりました。そして我々:よその全てをマッ

ク(=Machtosh)に 入れ込みました。マックは美しい文字表現をもった最初

のコンピューターでありました。

もし私が大学で、あのたつた一つの授業を聴講していなかつたら、マックは

多数の書体も字間を比例配分した活宇も持つことはなかったでしょう:そし

て Windowsはマックをコピーしただけなので、おそらくそのような字体を持

つ′くソコンはなかつたでしょう。

もし私が退学しなかつたら、私は美的口手書き文字のクラスを聴講すること

はなかったし、パソコンは今もつているような素晴らしい活字を持つていな

かつたかもしれません。

Of oourse,た was ttposdble to connect the dots loo日 ng forward l lもちろん、私が大学にいた時に、将来を見越して、このような点(=決断)と



So you have to trust that the dots w‖ somehow connect in your l lで すから、将来に、どういうわけか点と点が結びつくことを信じなければな

future.You have to trust in something一 your gut,des」 ny,‖fe,| |りません。 貴方の根性なのか、運命なのか、人生なのか、カルマなのか、

| 1何であれ、それを信頼するのです。karma,whatever.

Because bdb宙 ng thatthe dots wⅢ  connect dOwn the road wⅢ 」ve l lそれらの点(=決断)と点が結びついて道となると信じる事が、貴方に、平

you the con■ dence to fo‖ow your heart even when L ieads you o「 | 1凡な道をはずれなければならない時も、自分の心に従う自信を与えるでし

the we‖―worn path and that wⅢ  make a‖ the difFerence.     | |ょ うし、そうすれば 結果は全く異なるものになるのです。

when l was in college.Butit was very,very clear looking backwards

10 years later.

Again,you can't connect the dots iOoking fon″ ard;you can only

●onnect them looking backwards.

LOVE&LOSS

My second story is about love and loss.I was iucky-l found what

I loved to do oarly in lifb.

W02 and I Started Apple in my parents'garage when l was 20.We

worked hard,and in 10 years Appl● had grown frOmJust the two of

us in a garago into a$2 bi::ion company with over 4000 employees.

We hadjust released our ttnest creation― …the Macintosh― a vear

eaFlier,and l hadjust turned 30.

And then l got flred.

点を結びつけることは無理でした。 しかし、10年経つて振り返つて見ると

点と点が結びついていることは、とても、とても、明らかだつたのです。

もう一度言いますが、将来を見越して点と点をつなぐことはできません。ふ

り返つて見るときだけ、点と点を結びつけることができるのです。

愛 と 喪失

私の 2つめの話は、愛と喪失についてです。私は幸運でした。 一 私は

人生の早い時期に、自分が愛する仕事を見つけました。

Wozと私は 20歳の時に、私の両親の車庫で Appb社を立ち上げました。

我々はよく働き、10年の間に Appb社は車庫の 2名だけの会社から売上

20億ドル、4000名 の社員の会社に成長しました。

我々はその 1年前に最も優れた新製品 一 あの Machtosh― を発売し

たばかりであり、私はちょうど30歳になった時でした。

そして その後私は 解雇されました。



How can you get fired frorn a company you started?

We‖, as Apple grew, we hired someone who l thought was very

talented to run the company with me,and for the nrst year or so

things went we‖ .

But then our visions of the future began to diverge and eventually

we had a fa‖ ing out.When we did,our Board of Directors sided with

him.

So at 30,I was out.And very pub‖ cly out.

What had been the focus of my Ontire adult lifb was gone,and it

was devastating.

自分が始めた会社から どうやったら解雇され得るので.しょうか ?

そうですね、App絶 社の成長に伴い、我々は「私と共に会社を経営する

才能があるJと私が認めた人物を雇いいれ、最初の 1年かそこらは上手く

行つていました。

しかし、その後、私たちの将来の構想について意見が分かれ始め、ついに

業績が転落しました。そうなった時に、経営会議は彼の側につきました。

そして私は会社をやめました。非常に公的な形でやめたのです。

成入してから私の人生の核心であつたものが失われ、それは壊滅的な状

態でした。

I reJし ddn't know what to do foF a feW months.I feL that l had l l私 は数ヶ月の間は、何をすべきか全く分かりませんでした。「前の世代の

let the previous generatton of entrepreneuFS dOWn― thaL I had l l起 業家たちを失望させてしまつた、一 彼らから受け取つたバトンを落とし

dropped the baton as L was being passed to me.        | |て しまつたのだから」と感じていました。

l met with David Packard and Bob Noyce and tried to apoloJ20 fOrl l私 は Da宙d Packardと Bob Noyceに会い、ひどい思いをさせたことを謝

screwing up so bad壕 .I waS a very pub‖ c fa‖ urel and l even thought l l罪 しました。私は世間的に1ま失敗者であり、シリコンパレーから逃げ出すこ

about run面 ng away from the va‖ ey.              | |と さえ考えていたのです。

But somethng Jowiy began to dawn on me一 I sti‖ :oved what l did.| |し かし徐々に判つてきたことがありました一私はやはりやつていた事を愛し

ていたのです。



The turn of events at Apple had not changed that one bた .I had l l Apde社 における一連の出来事は何も変わっていませんでした。私は拒絶

been rttected,butl was sJ‖ in love.And so l decided to start over.| |さ れたままでした、しかし私はそれでも愛していたのです。そこで私はやり

直すことにしました。

ld‖ n't see n then,but■ turned out that getting ttred from Apple l l当 時は分かりませんでしたが、Ap劇o社から解雇された事は私に起こりえ

was the best thing that●ould have ever happened to me.    | |た 事の中で最高のものとなりました。

The heaviness of being successful was replaced by the lightness of

being a beginner againf less sure about everything.It freed me to

enter one of the rnost creative periOds of my life.

During the next 5 years,I stated a cornpany named NeXT,another

company named Pixar,and fo‖ in love with an amazing woman who

would become my wife.

成功し続けるという重圧はなくなり、もう一度 起業する者になるという軽い

気分になりました、何が起きるかわからないのです。それは私を解放し、私

は人生で最も創造的な時期に入つていつたのです。

次の 5年間に、私は NexTという会社と、もう1社 P破arという会社を起業

しました、そして私の妻になる素晴らしい女性と恋におちたのです。

P破aF Went On tO oreate the world's frst computer attmated l lP杖 arは Toy Storyと いう 世 界 初 の コンピューター ロアニメー ション長 編 映

feature■ lm,Toy Story,and b now the most sucoossful a面 maJon l l画を作り出すことになり、そして現在世界で最も成功したアニメロスタジオで

| |す。studio in the world.

In a remarkable turn of events,Apple bought NeXT,l returned to l l特 筆すべき一連の出来事の中で、Ap口eが NeXTを企業買収し、私は

Apple,and the technobgy we devebped at NeXTお at the heart ofl l Appに に戻ることになり、我々が NeXTで開発した技術は現在の Ap口o社

Apple's current rendssance.And Laurene and l have a wonderfull lの 復興の中心技術となつてしヽます。そしてLaureneと私は素晴らしい家族

| |に意まれました。family together.

1'm pretty sure none of tHs would have happened r l hadn't been l lも し私が Appに 社から解麗されていなかったら、これらの事 [ま起こつていな

■red from Apメe,It was awful tasung meddne,but i guess the l lか つたであろうと確信をもつています。それは、ひどい味の薬でしたが、そ

| |の患者 (=私 )には必要だつたのです。patient needed it.



Sometimes life is going to hit you in the head with a brick.Don't

lose faith.I′ m convinced that the only thing that kept rne going was

that Iloved what i did.You've got to■ nd what you love.And that

is as true fOr wOrk as itis for youriovers.

Your work is going to f‖ a large part of your life,aFld the on:y way

to be truly satisfled is to do、 ″hat you believe is great work.And the

only way to do great work is to love what you do.lf you haven't

found it yet,keep looking.And don't settle.As with a‖ matters of

the heart,you'‖ know when you lnd it.

And,like any great relationship,比 just gets better and better as the

years roll on.So keep looking,Don't settle.

DEATH

My third story is about death.

When l was 17,I read a quote that went something like:“ If you live

each day as if it was your last,someday you'‖ most certainly be

right."It made an impression on me.

And since then,for the past 33 years,I have looked in the mirγ or

every morning and asked myseli“ r today Were the last day of my

時に、人生は人の頭をレンガで殴るような事もあるでしょう。信念を失つて

はなりません。自分がしていた事を私が愛していたからこそ、私はやり続

けられたのだと、心から思います。人は愛するものを見つけ出すべきで

す。そしてそれは 仕事にも 愛する人 にも当てはまります。

貴方の仕事は、貴方の人生の大きな部分を占めているので、真に満足す

る唯―の方法は、貴方が偉大な仕事と信じることをする事です。そして偉

大な仕事をする唯―の方法は、貴方のする事を愛することです。まだ見つ

けていないなら、探し続けてください。立ち止まらずに。心のことは全てそう

ですが、人は(自 分が好きなものを)見つけた時は、(これだと)気づくもの

です。

そして、全ての偉大なる関係と同じく、(貴方と貴方の愛するものの関係

は)年を経ると共により良くなっていきます。ですから探し続けてください。

立ち止まらずに。

死

私の 3番 目の話は 死 についてです。

17歳の時に読んだ引用文に「もし、毎日を人生最後の日のように生きた

ら、いつか ほぼ確実に あなたは 正しいことになる。」とありました。それ

は私の心に残つたのです。

それから 33年間、私は毎朝鏡をみて「もし今日が人生最後の日であつた

ら、私は今日しようとしている事をしたいと思うだろうか」と 自分に問い



life,would l want to do what l arn about to do today?"

And whenever the answer has been ``No''for too many days in a

row,I know l need to change something.

Remembering that l'!i be dead soon is the FnOStimportant toolI've

ever encountered to help me make the big choices in life.Because

alrnost evetthing― a‖ external expectations,a‖ pride,a‖ fear of

embarrassment or failure― these things just fa‖ away in the face

of death,leaving only what is truly important.

Remembering that you are going tO die is the best way l know to

avoid the trap of thinking you have something to lose. You are

already naked.There is no reason not to follow your heart.

About a year ago l was diagnosed with cancer.I had a scan at 7:30

in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas.:

didn't even know what a pancreas was.The doctors told me this

was airnost cerLainly a type of cancer that is incurable,and that i

should expect to live no longer than three to six months.

My doёtor advised rne to go home and get my afFairs in order,which

is doctOr's code for prepaFe tO die.It means to try and te‖ your

kids evetthing you thought you'd have the next 10 years tO tell

them injust a few months.

かけてきました。

そして、答えが「No」 であることがあまりに長く続く時は、何かを変えねばな

らない 時なのです。

自分がやがて死ぬのを思い出すことは、私の知る限り、人生で大きな選択

をする時に助けとなる最も重要な道具です。なぜなら ほとんど全ての事

― 全ての外部からの期待、自負、恥辱や失敗の恐怖 一 これらは 死

に面しては崩れ去り、残るのは真に重要な事のみです。

自分が死に向かう存在であると覚えている事は、何か失うかもしれないと

考えてしまう罠をさけるための最良の方法です。貴方は既に「身 ひとつJ

なのです。心の思う所に 従わない理由はありません。

およそ 1年前に、私は癌と診断されました。午前 7時 30分にスキャンを

行つたところ、膵臓に腫瘍がはつきりと写つていました。私は膵臓が何なの

かさえ知らなかったのです。その医者たちはこれはほぼ間違いなく、治療

不可能なタイプの癌であり、余命は 3ヶ月から6ヶ月だと私に告げました。

私の主治医は、家に帰り身辺を整理しなさいと言いました、医者の慣例で

「死ぬ準備Jのことです。それは、生きていれば今後 10年間に子供達に

言うべきと思う全てを、数ヶ月のFEnに伝えるよう努力する ことを意味しま

す。



比means to make sure everythng tt buttoned up so that h w‖ be l l必ずや、全ての事をきちんと整理し、家族ができる限り心安らかにいられ

as easy as possible for your fam‖ y.It means to say your goodbyes.| |る ようにしておけということです。 別れを言いなさいということです。

I‖ved wtth that dagnods a‖ day.Later that evening l had a Ыopsy,| 1私は 1日 中その診断が頭から離れませんでした。

where they stuck an endoscope down my throat,through my l lそ の夜、私は生体検査を受け、医者たちは 内視鏡を喉から胃、腸に挿入

stomach and into my htesunes,put a needL into my pancreas and l lし 、膵臓に針を刺し、腫瘍からいくつかの細胞を採取しました。

got a few cels from the tumor.I was sedatedJ but my wife,who was l l私 は鎮静剤を打たれていましたが、私の妻はそこにいたので、「医者たち

thereitold me that when they宙 ewed the cells under a mbroscope l lは 顕微鏡でその細胞を見て、手術で治療可能な、非常に希な膵臓癌と知

the doctors started crying because t turned out to be a very rare l lり 、叫び出した」と私に告げました。

form of pancreatic cancer that is curable with surgery

I had the surgery and thankfu‖ yl'm ttne now.

This was the c!osest l've been to facing death,and l hope it's the

ciosest i get ibr a few more decades.

Havittg lived through L I can now say this to you with a bit more

certainty than when death was a usefu! but purely inte‖ ectual

concept:No one wants to die.

私は手術をうけ 有難いことに今は健康です。

これは、これまでに 私が死に最も近づいた時であり、これから数十年はこ

れより近づくことがないことを願つています。

この状況を生き抜いて、私は「死が有用ではあるが、知的概念でしかなか

つた時Jと比べて、少しばかり確信を持つて皆さんにこれを言うことができ

ます:死を望む人は いません。

Even peo口e whO Want to go to heaven don't want to de to getl l天 国に行きたいと願う人たちも、そこに行くために死にたいとは望みませ

there.And yet death tt the desunaJon we Ji share.No one hasl lん 。しかしながら、死は誰にも共通な到着点なのです。死を免れた人はい

ever escaped社.And thatお asた should be,because Death薔 very l lません。そしてそれはそうあるべきなのです、なぜなら死は生命の唯―・最

‖kely the sinJe beSt hVenJon of Life.L tt Life's change agent.■ | 1高の発明であると思えるからです。それは生命の変革を促進するもので

clears out the old to make way for the new.          | |す 。古いものを除き、新しいものに道を開くものなのです。
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Your time is limited,so don'

Don't be trapped by dogma

other people's thinking.

t waste it living sorneone else's life.

― which is ‖ving with the results of

Right now the new is you,but someday not too:ong frorn now,you

Wili gFadua‖ y become the old and be cieared away.SoFry tO be so

dramatici but it iS quite true.

現在は その新しいものとは皆さんのことです、しかし そう長くないうち

に、皆さんも徐々に古いものになり除かれていきます。あまりに芝居じみた

言い方で恐縮ですが、これはまぎれもない事実です。

皆さんの時間は限られています、ですから誰か他人の人生のためにそれ

を無駄にしないでください。偏狭な観念に捕われないように 一 他の人達

の考えの産物により 生きるということです。

他人の意見の騒音で貴方の心の声をかき消してしまわないように。そして

最も重要なのは、貴方の心と直感に従う勇気を持つてください。それらは

何故か貴方が本当になりたいものを既に知つているのです。他のことは全

て二の次のものです。

私が若い頃に、「全地球カタログ」という驚くべき出版物があり、それは私

達世代のパイブルでありました。

それはここからさほど速くない Menio Parkに 住む StewarL Brandという人

により創り出され、彼は詩的な語り口で それを世に出しました。

それは 1960年代後半のもので、パソコンや DTPが登場する前ですから、

全てタイプライター、はさみとポラロイドカメラで作られたものでした。それ

は Goo」eが登場するより35年も前に現れた、ペイパーバック本の形をし

た Goo」eのような存在でした。それは理想を追求したもので、便利な道具

のようであると共に偉大な発想にあふれたものでした。

Stewartと彼のチームは、全地球カタログの版を重ね、一通りのことを続け

ていつて、最終の版を出すことになりました。それは 1970年代半ばで、私

Don't:et the noise of others' opinions drown out your own inner

voice,And most important,have the courage to foliow your hearL

and intuition.They somehow already know what you tru!y want to

become.Everything else is secondary.

When l was young,there was an amazing publication ca‖ ed The

Whole Earth Catalog,which was one of the bibles of my geneFatiOrl.

It was created by a fellow named Stewart Brand not far fronn here

in Monlo Park,and he brought it to life wた h his poetic touch"

This was in the late 1960'si before personal computers and desktop

publishing.so it was a‖ rnade with typewriters,scissors,and polaroid

carneras.It was s‐ ort of like Coogle in paperback ibrrn,35 years

before Google came along:it was idealistic,over日 owing with neat

tools and great no轟 ons.

Stewart and his team put out several issues of The Whoie Earth

Catalog,and then wheれ it had run its course,they put out a inal



issue.It was the Fnid~1970s,and l was your age.

On the back cover of their inalissue was a photograph of an early

morning oountry road,the kind you might find yourseif hitchhiking

on if you were so adventurous.Beneath it were the words: Stay

Hungry.Stay Foolish."It was their farewe‖ message as they signed

昴 .

Stay Hungry.Stay Foolish.

And l have always wished that for myseli

Stay‖ungry.Stav Foolsh.

Thank you a‖ very much.

は今のあなた方の年頃でした。

最終の版の背表紙は、貴方たちが冒険心にとんでいるならヒッチハイクを

してまわりそうな、早朝の日舎道の写真です。

その下には Stav Hungry,Stay Fodbhと いう言葉がありました。彼らが最

終刊を送るにあたっての 別れのメッセージでした。

Stav Hun酔 .Stay Foolish.(*)

私は いつも 自分自身がそうでありたいと思つています。

Stay Hun剪 ,Stay Foolish.

ご静聴 有り難うございました。

(*)の 訳の候補 :

常に 現状に満足するな、自分が知らないという事を 認識せよ

常に 知識欲に満ちていよ、モノを知つているようなフリをするな

空腹であれ、おろかであれ。(直訳)

ハングリーであれ、おろかであれ。

(文貴:加藤 宏之)

And now,as you graduate to be」 n anew,I wish that for you.  | |そ して今、皆さんの卒業と新しい人生の問出に、その言葉を贈ります。
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