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在デトロイト日本国総領事館

進藤 雄介 総領事

新年のご挨拶
あけましておめでとうござ います。

このイベントの目玉の一つは立派な茶室

昨年に引き続き、新型コロナウイルス

での茶道のデモンストレーションです。

感染症の終わりが見えない中での正月
を迎えることになりました。皆様いかが
お過ごしでしょうか。

サギノー市は徳島市と姉 妹都市関係
にあります。サギノー市の茶室は、両市
の交流、友好関係の賜物として建てられ

Happy
New Year

私の住んでいるブルームフィールド市

ろから、念入りに慎重な作業を行うそう

にクランブルック庭園があります。とて

です。とても奥深いものを感じました。

も美しい庭園です。クランブルックには

コロナのために修 復プロジェクトは当

学 校もあり、１９７３年に日本人の補習

初の想定より遅れていますが、クランブ

授 業 校のりんご会ができた当時、授 業

ルックの関係者は熱意をもってこのプロ

はクランブルックの教室を借りて行われ

ジェクトを進めています。このように地

ました。そこにも日本庭園があります。こ

元の方が日本の文化に理 解を示し、立

のようにクランブルックは日本と縁が深

派な日本庭園を造ろうと努力されている

い所です。

ことに感謝の気持ちでいっぱいです。修

昨年は、バイデン政権が発足し、前政

ました。この茶室を含む日本庭園、その

権とは異なる政策が次々と打ち出されまし

庭園での様々な日本文化イベント、そこ

た。日本でも岸田首相の下で新たな内閣

に集まる多くの地元の方々等を思うと、

が発足しました。このように日米両国で大

市民レベル、草の根レベルでの日米の友

きな政治的な変化がありましたが、日本と

好関係は両国関係の基盤をなすように

私も昨年１０月にクランブルックの日

米国の友好関係が何ら変わることがない

感じました。多くのミシガンの方が日本

本 庭 園を訪れてみましたが、我々日本

ことに日本と米国の絆の強さを感じます。

文化に関心を示してくれているというこ

人が見ると「日本庭園」と呼ぶにはやや

とはありがたいことです。

物足りないように感じました。それはク

昨年はコロナに振り回されましたが、

ランブルック庭園の関係者がよく承知し

明るい話 題もありました。東 京オリン

ていることであり、より立派な日本庭園

ピック・パラリンピックでの日本選手の

にするための修復プロジェクトが始まっ

活躍、MLBのロサンゼルス・エンゼルス

ています。修復プロジェクトにかかわっ

所属の大谷翔平選手の活躍などがすぐ

ている日本庭園の専門家の方のお話に

に思い浮かびます。こうした日本人の活

昨年は、コロナウイルス感染症のため

復された日本庭園が地元の方々に憩い
の場を提供するようになることを願って
います。

にイベントなどが軒並みキャンセルされま

ミシガン州は滋賀県と姉妹州県関係

した。しかしながら、９月にサギノー市の

にあることに加え、２７の姉妹都市関係

日本文化センターでコロナ対策を徹底し

があります。さまざまな交流活動が行わ

た上で日本祭りが開催されました。この

れています。そうした活動に携わってい

祭りには多くの地元の米国人たちが参加

る関係者の皆様に深く御礼を申し上げ

し、様々な日本文化に触れていました。

たいと思います。

よれば、一見すると何気なく置いてある

躍はプロスポーツが盛んな米国の人々

石の一つ一つについても慎重に選ばな

の心を打ったのではないかと思います。

今月のJapan News Club

ければいけない。見る人が見れば、どの

今 年もいろいろなスポーツで日本人 選

ような気持ちで一つ一つの石が置かれ

手が活躍してくれることを期待したいと

たのかがわかってしまうそうです。例え

思います。
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ば、イメージしている庭園にちょうど合う
石が見つからなければ、庭を造る人は
いらいらしてしまう。そんな気 持ちで石

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りし
新年のご挨拶とさせていただきます。

を組むと、
「庭を造った方はこの石を置
いたときいらいらしていたようだ」「この

令和４年１月

石を置いたときはとても疲れていたよう

在デトロイト日本国総領事館

ですね」というようにわかるのだそうで
す。そのため、一つ一つの石を選ぶとこ

総領事

進藤

雄介
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新年のご挨拶
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新年 明けましておめでとうございます。

このような中で最もうれしかったことは

これから始まる1年が、皆さまにとってか

運動会ができたことでした。感染状況か

けがえのない素晴らしい年になりますこ

ら時期をずらし、実施形態も変えて計画

とをお祈りいたします。

しましたが、祈るような気持ちで当日をむ

デトロイトりんご会補習授業校（以下

かえました。補習校が、日本語で日本の

補習校とする）の新年への期待と希望

学習指導要領に準じた学習をするだけで

は、昨年1年間を振り返ることとあわせて

はなく、学校行事を通じて日本の学校文

お伝えしたいと思います。

化や日本について学ぶ場でもあることを
あらためて感じた一日でした。季節の行

昨年の年明けは、補習校の授業はす
べての学部がオンラインの授 業で、長

事や音楽会、宿泊行事など再開したい活
動はまだまだたくさんあります。

期化する学校閉鎖がどこまで続くのか、

デトロイトりんご会補習授業校 林 る美校長
加藤義行教頭（左）、井原新事務長（右）とともに

不安を抱えながら4月の新年度を迎え、

1年を振り返りわかったことは、補習校

入園式や入学式もオンラインで行いまし

関係者の叡智と実行力、現地校の下支

た。その後ハイブリッドで徐々に対面授

え、保護者と教職員の団結と協力、子ども

ための勉強も容易なことではないと想像

ます。今後も、補習校が子どもたちにとっ

業を再開し、５月29日から全学部が再開

たちの努力、これらが絡まりあって補習校

します。子どもたちは土曜に会うとまるで

て、学び 続けることの希望となり、心の

できました。対面授業を再開するための

の力となってきたということです。これこそ

日本の学校の児童生徒のように見えま

拠り所となることを目指して進んでまいり

詳細な議論を重ね、実行し続けた理事

が２年後に創立50周年を迎えるデトロイ

すが、その実、大変な努力をし、うちには

ます。本年も多くの皆様からの変わらぬ

運営委員会と父母会の力なくしてこの実

トりんご会補習授業校の伝統かもしれま

限りない可能性を秘めています。言語だ

ご支援をいただきますようお願い申し上

現はありませんでした。また、北米の補

せん。さまざまな困難を乗り越えて学習

けではなく、アメリカという国の多様性や

げ、新年のごあいさつといたします。

習校のなかでも最も早く学校での対面

環境を整え続け、歴史を作ってきたこの

パワー、ミシガンの自然の豊かさなどを

授業を再開できたことは、ノバイ学校区

歩みを、さらに確かなものにしていこうと、

全身全霊で感じ取り、その原体験は、今

から本校に校舎の提供がスムーズになさ

新年にあたり決意を新たにいたしました。

は見えない力かもしれませんが、きっと
将来人生や世界を変える力になると信じ

れたということもあり、関係者の皆様に
心から感謝申し上げます。

補習校は現在、幼稚園部から高等部
までおよそ750人の児童生徒が在籍して

そうして始まった対面授 業 では、子

います。小学生から高校生は、月曜から

どもたちも頑 張りました。幼 稚 園 児も

金曜までは現地校に通学し土曜に補習

ちゃんとマスクをして手指の消毒もしてい

校で学んでいます。編入生にとって慣れ

ます。目には見えないウイルスに対して子

ない現地校での学習はどれほど大変な

どもたちなりに想像力をはたらかせて対

ことでしょう。さらに補習校の宿題もこ

応しているようで、今では感染対策は子

なし土曜に通学することは、並大抵の努

どもたちの生活のルールとして定着して

力ではないと思います。また長期に在米

います。

する場合には、日本語で学習を継続する
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正社員及びパートタイム社員
米国で合法に働ける方

（市民権、永住権、OPT等）
経験不問。

応募先：浅井まで

電話番号：734-941-5884
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おうちで楽しむ
栗きんとんと 栗のお汁粉
季節の和菓子 作り方

縁起の良い栗を使った和菓子で、2022年の運気上昇と幸せを祈りましょう

H ow to make Wagashi

作り方
1.

焼き栗を作る。栗の平らな面を下にして、上の丸くカーブしている部分にキッチンバサミ

で切り込みを入れる
（左右から）。ボウルに栗を入れ、水をたっぷりそそぎ、2時間ほど

水につける。水からあげて、布巾で水気を軽くふき取る。切り込みを上にして、天板に
並べる。180℃（356℉）
に熱したオーブンで20分、220℃（428℉）
で10分焼く。
ボウルに
布巾を敷き、焼きあがった栗をいれて包み、10分ほど蒸らし、皮をむく。

あけましておめでとうございます。
お節料理の定番のひと
つ「栗きんとん」。栗は金塊や小判などに見立てられ、金運
上昇を願う一品。
また
「勝ち栗」
とも言われるように、武家社
会では勝機を高める縁起物として重宝されました。
アメリカ
でも生栗が手に入りますので、茶巾しぼりの
「きんとん」
と、
「栗のお汁粉」のレシピをご紹介させていただきます。新年
がみな様にとって幸多く素晴らしい年となりますように。

In g re d ie n ts

材料
栗きんとん8個、
栗のお汁粉4人分 ]
栗 … 500g（殻付き700ｇ）
グラニュー糖 … 150ｇ
水 … 3カップ（600㏄）
白玉粉 … 40ｇ
英語ではGlutinous
水 … 適量
rice flour。
米粉 … 少々 もち
粉で代用
可。

本年もよろしくお願いいたしま す︒

[

2.

焼き栗ペーストを作る。鍋にグラニュー糖と水を入れて火にかけて煮溶かし、栗を加え

る。沸騰したら中火にして、20分ほど煮る。蜜は鍋に残し、栗のみをフードプロセッサー

（ブレンダーなど）に入れ、ペーストにする。鍋の蜜を少しずつ加え、茶巾しぼりにしや
すい固さに調整する。

3.

4.

栗きんとん
（茶巾しぼり）
を作る。1個あたり40～50g程度の焼き栗ペーストを、固く絞っ

た布巾（ハンカチや小さく切ったサランラップでも代用可）
で包み、茶巾にしぼる。

栗のお汁粉と白玉団子を作る。白玉粉は水を少しずつ加えて、耳たぶくらいの柔らか

さになるまで練り、適当な大きさに丸める。鍋に湯を沸かし、白玉団子を入れてゆでる。
浮き上がってきてから、
さらに2分ゆで、冷水にとる。蜜の入っている鍋に、残っている焼

き栗ペーストを加えてよく混ぜる。
なめらかになったら、米粉を水（分量外）
で溶いて流

し入れ、
とろみをつける。
お汁粉と白玉団子をお椀に入れて出来上がり。

杉井ステフェス淑子 東京出身。2016年よりオハイオ州クリーブランド在住。和菓子作家。
アメリカで
オーダーメイドの和菓子作品の制作、
オンライン教室やワークショップ、
デモンストレーション、展示
などを行う。和菓子・琥珀糖スタジオ；https://kohakuto.com/ Instagram: topico_wagashi

www.riveroakswest.com

明治安田生命子会社

より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。
● ゲート守衛が午後６時から
午前２時まで訪問者に対応
● フィットネスセンター/スチーム室

アメリカにいるメリット、
活かせていますか？

● 照明付テニスコート
● 室内とスパ付屋外のプール
● プールサイドに屋根付きグリル
● アタッチガレージ
● コミュニティーイベント

米国生命保険に関する
素朴な疑問から上手な活用方法まで
日本語で丁寧に説明いたします
◆ 万一の場合のご家族の保障に
米国在住中のみ
◆ お子様の学資準備に
ご加入できます
◆ 老後の資金準備に
◆ 将来のご家族の資産形成に
米国保険の素朴な疑問
•米国のビザでも加入できるの？
•帰国しても保険は続けられるの？

家具付 ＆ 家具なし
長期 ＆ 短期

1,2,3 ベッドルームアパート
・ウッドフローリング
・グラナイトのカウンター
・新型の調理機器
・家具付の部屋は一流家具で豪華な雰囲気。
もちろん 水道、ガス、電気、食器、
さらに 寝具、ケーブルTV付で即入居可能。

•商品説明は日本語で聞けるの？
まずは、
お気軽に
（お電話、
テキスト、Email）
でお問い合わせください

TEL: 310-617-5782

E-mail: sfujikawa@pacificguardian.com

只今、
ミシガン州、
オハイオ州では
保険外交員として一緒に働ける方募集中！

AD 02-2021-11

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク”（第227回）

ご存知でしたか？
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
皆さん年末年始はどのようにお過ごしでしたでしょうか？日本への入国手続きの
厳格化にもめげず一時帰国された方、米国内で小旅行された方、ご自宅で家族団欒
（カウチ・ポテト化？）された方、医療関係などのエセンシャル・ワークでお仕事され
ていた方など様々でしょうが、どなたもつつがなく新年をお迎えになったことを願い
ます。我家では家内と長女が一昨年見合わせた一時帰国を昨年末にする予定でした
が、米国内でもサンクスギビング連休以降デルタ変異株に加えてオミクロン変異株
の感染急増に伴い、日本の入国手続き、到着後の強制・自粛隔離、滞在中の行動管
理・監視厳格化に一時帰国を諦めキャンセルしました。塞翁が馬と言うべきか、一つ
だけ良かったのはクリスマスにミシガンの自宅で家族４人全員で過ごせたことです。
今の状況下で家族全員の安全と健康が確保され、一緒に食事しオンラインで映画鑑
賞などして過ごせたことが何よりありがたいことでした。
さて、２０２２年寅年。五黄（ごおう）の寅年生まれの私は年男です。来月誕生日を
迎えると話半分として３６歳になります。
（笑）お陰様でこの歳になるまで大きな怪
我・病気をせず、入院・手術もせずに来ております。加齢による体力・気力の衰えは
明らかですが、幸いにして今も週末テニスを続けられており、本当にありがたいことで
す。同年代や私より若い友人・知人の病気や怪我のニュースを耳にすると余計にそう
思います。この幸運が少しでも長く続きますように、年初の祈願をすると同時に魔除け
の意味で英語では“Knock on wood.”（木を叩く）ことにします。また、年男と言って
も単に『年をとった男』にならないように、欲張らずに一つでも二つでも何かお役に立
てることができればと思っております。
当地ミシガンでは先月クリスマスに雪がなくホワイト・クリスマスになりませんでし
たが、元日の夕方から雪が積もり綺麗な雪景色となりました。一昨年、昨年と世の中
コロナ騒ぎで混乱し良い年と言えませんでしたが、嫌なことは雪の白色で白紙に戻し
心機一転、皆様にとっても良い１年になることを願います。
では、スポーツの話題です。米国プロ野球MLBでは球団オーナー陣と選手団の
団体労使協定が昨年１２月１日深夜過ぎに期限切れとなり、労使間交渉も合意を見
ないまま年越しとなりロックアウト状態が続いています。従って、シーズンオフとは言
えMLBとしての公式行事・活動が一切なく、広島東洋カープからポスティングシス
テムを使ってMLB移籍を目指している鈴木誠也選手を始め、移籍・新規入団希望
の選手たちも具体的に動けず不安とイライラがつのっていると思います。交渉妥結
が長引くと、最悪の事態にはならなくともそれらの選手たちの移籍・入団が見送りに
なったり、レギュラーシーズン開始のズレや期間短縮、試合数減になる恐れもありま
す。昨シーズンの大活躍で日本と日本人だけでなく世界中を明るくしてくれた大谷選
手の姿を見る機会が制限されたら失望する人たちが後を断ちません。そうならない
ことを切に願います。
プロテニスでは、今月初めにオーストラリアで開催された男子のATPカップを皮切
りに男女のメジャートーナメント前哨戦に続いて１/１７からオーストラリアオープンが
始まります。最大の注目は女子シングルスで３度目の優勝を目指す大坂なおみ選手で

(ゼン チェン)
Relocation Specialist
* 日・英・中３カ国語堪能
* 日本での滞在経験
* アメリカのＭＢＡ取得

すが、若手の台頭も見られた昨年後半公式戦をプレーせず今月前哨戦１イベントのみ
の出場で実戦感覚がどこまで戻っているかが鍵ですね。男子の錦織、西岡両選手に
もひと頑張りして欲しいので、遠くから応援します！
さて、今月のテーマはいつもと趣を変えて「ご存知でしたか？」です。
もうここ２年ほどトランプ絡み、政治絡みにコロナ関連の話が多くて、良い話、明る
い話が少なかったので、私と同様に読者の皆さんも気持ちが沈み食傷気味ではない
かと思い、年の初めだけでも少しでも気分が軽くなるようにと考えました。いつもと同
じようなテーマをご期待されていた方々には申し訳ありませんが、ご容赦願います。な
お、ネタは全て受け売りか又聞きですが、古いネタも含めて出所元、引用元がはっきり
しないものが多く引用クレジットを付与できないことを合わせてご容赦願います。
初笑いとまではいかないかもしれませんが、気分転換になれば幸いです。では、
最初の「ご存知でしたか？」から始めます。

「ご存知でしたか？」
1. 先ずは簡単なものから。双六やゲームで使う６面サイコロの対面数字の合
計はどの対面も全て７です。これは皆さん既にご存知ですよね。
2. 西欧ではキリスト教信者を中心に１３日の金曜日を厄日として忌み嫌って
いますが、日曜日から始まる全ての月は１３日が金曜日になります。今年は
５月がそうですね。
3. シマウマの白黒縞は縦縞ではなく横縞です。生物学上では脊椎に対して
縞模様の縦・横を言うためです。
4. 同じくシマウマの白黒縞ですが、遺伝学的には白い地肌に黒縞ではなく、
黒い地肌に白縞です。白毛の下も黒色です。パンダはこの逆で黒い体毛部
分は白い地肌に黒毛です。尾も白い？＝面白いですね。
5. 和名では『べにづる』と呼ばれるフラミンゴ。元々の体色は白です。主食で
あるエビ、カニなどの甲殻類に含まれるベータ・カロチンが体内に蓄積して
ピンク色になります。甲殻類を食べないフラミンゴは白色のままです。
6. フラミンゴでもう一つ。米国では本物のフラミンゴよりプラスチック製フラ
ミンゴの数の方が多いです。数えたことはありませんが・・・
7. 英国に住む白鳥は全て女王陛下の所有物です。盗んだり傷つけたりすると
国家反逆罪です。英国訪問時にはご注意を！
8. タイムマガジン誌１９３８年のマン・オブ・ザ・イヤーはアドルフ・ヒトラーで
した。私もまだ生まれていません！
9. もう一つヒトラーで。彼の私有専用列車の名称は”Amerika”でした。皮肉
か？羨望か？

住宅探しのスペシャリスト

Zen Chen

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

New Trend
38275 12 Mile Road, Suite 101
Farmington Hills, MI 48331
Office: 248-553-5050

お気軽に日本語でご連絡ください!
Cell : 248-767-1343

zen.chen@remax.net

リースと不動産売買 ご相談ください。
ローンのご案内も親身に致します。
個 人 住 宅、投 資 物 件 の 仲 介 の 他、生 活 情 報 提 供、電 気・ガス口 座 開 設、
チューター紹介などのお手伝いもしております。

10. 地球の南緯６０度に沿って航海すると陸地に一切タッチせずに世界一周
航海が可能です。船酔いが激しそう！？
まだまだありますが、出し惜しみして今回はここまでとします。皆さんの受けがそこそ
こ良くて、また機会がありましたら続編を試みます。
となるとこの原稿がここで終わってしまうので、もう一つおまけに昨年のMLBワール
ドシリーズで２６年ぶりに球団史上３度目の栄冠を勝ち取ったアトランタ・ブレーブス
に関する「ご存知でしたか？」エピソードです。本当は優勝達成直後に書きたかった
のですが、他の記事を優先したため実現しませんでした。かなり事後になりましたが、
この機会を利用して書き留めます。
これは出所元、引用元がはっきりしており、ブレーブスの対戦相手であったロスアン
ジェルス・ドジャースの専属ブロードキャスターとして２０１６年まで６７年間勤め、現
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在９４歳の高齢にも関わらずツイッターは続けているビン・スカリー氏の昨年１１月５
日付けツイートからです。原文は英語ですが和訳すると以下のようになります。
「あなたはハンク・アーロン（注：日本の王さんに抜かれるまで通算ホームラン数世
界一）が亡くなった年（注：昨年２０２１年）にブレーブスがオールスターゲーム前に
４４試合、またその後にも４４試合勝ち、その年の４４週目にワールドシリーズを勝っ
たことを信じられますか？もちろん、アーロンは背番号４４番をまとっていました。もし
かして、結局のところブレーブスはある秘密兵器を持っていたのかもしれません。」
数字４４にまつわる奇跡的な一致ですが、アーロン氏が亡くなられた２０２１年の１
月早々に長年連れ添ったスカリー氏の愛妻サンドラさんも亡くなられていたので、勝
敗に関係なくあらゆる意味で思い出深いものがあるのでしょう。奥様とアーロン氏の
ご冥福をお祈りします。
（合掌）
この他にも昨年末押し迫ってから異なる分野・業界で３人の著名人が相次いで亡く
なられました。
1.

政界では元民主党上院議員・院内総務のハリー・リード氏（享年８２歳）。

2. スポーツ界では元NFLオークランド・レイダース監督、アメフト解説者の
ジョン・マッデン氏（享年８５歳）。
3.

そして芸能界では大ヒットしたTV番組ゴールデン・ガールズのスター女優
ベティ・ホワイト女史（享年９９歳）。

余談と言っては失礼になりますが、リード氏はネバダ州出身で元ボクサー。国のた
め、国民のために善政を施そうとする信念と闘争心は並大抵ではなかったのも頷けま
す。同州副知事を経て１９８２年に民主党から下院議員に初当選。１９８７年から上院
議員となり、不慮の転倒事故で右目を打撲・失明のため２０１６年の上院議員選には
出馬せず、２０１７年に引退するまで民主党上院のリーダーとして手腕を発揮。民主党
内の説得、調整はもちろんとして党派を超えて共和党議員にも自ら接触し、信義を通
して協力を仰ぎ超党派の法案成立も実現しました。オバマ政権下で国民皆保険制度
（いわゆるオバマケア）の立法化に尽力し、法制化したのは最大の成果といえます。オ
バマ元大統領が大統領出馬を決めたのも「リード氏のためだった」と本人が惜別のコ
メントをしています。
マッデン氏はアメフトファンなら知らない人がいない程の有名人。膝の怪我のた
めプロ現役期間は１年のみと短かったものの、その後カレッジフットボールのコーチ
経験を重ね、１９６７年にNFLオークランド・レイダースのラインバッカーコーチを経
て１９６９年に当時史上最年少の３２歳でヘッドコーチに就任。１９７８年までの１０
年間でスーパーボウル優勝は１９７７年の第１１回のみですが、レギュラーシーズン通
算成績１０３勝３２敗７分け、勝率０.７５０は１００勝以上挙げたヘッドコーチでは最
高勝率。歴史に残る名監督と言えます。また、コーチ引退後はTV解説者としてCBS、
FOX、ABC、NBCとフットボール中継放送の４大ネットワーク全てでナンバーワン
解説者として人気を保ち、２００６年には元コーチとしてNFL殿堂入り。エミー賞のス
ポーツ解説者部門受賞は通算１６回。２０１０年には功労賞も受賞し、２００９年に
引退するまでの３０年間でTV放送におけるフットボールの存在価値を最大のレベル
にまで高めた貢献度は再論を待ちません。また、１９８８年から彼の監修で製作され

ていたアメフトTVゲームは彼の名前を冠してマッデンNFLと呼ばれ、今も世界中で
ファンを楽しませています。大の飛行機恐怖症でキャンピングカーで全米中を移動し
ていたため、例年ハワイで開催されるNFLオールスタープロボウルの解説を務めるこ
とは一度もなかったことも一つのエピソードです。
ホワイト女史は私の知らない１９５０年代から６０年代のTVクイズ番組にレギュラー
出演し「クイズの女王」的存在だったとのことで頭も切れる女性だったのでしょう。
１９８３年に女性司会者としては初受賞のデイタイム・エミー賞番組司会者賞を含め７
度のエミー賞受賞。２００９年には全米映画俳優組合賞として生涯功労賞を受賞しま
したが、その後も引退とは無縁で生涯現役として通し、動物愛護活動とともにTVや
種々イベント、関連ニュースで元気な姿を見せてくれていたのに、後２週間ほどで迎え
るはずだった１００歳の誕生日を前に亡くなられたのは大変残念です。近年で特に記
憶に残っているのは２０１０年１月のスーパーボウル用に製作されたスナック菓子「ス
ニッカーズ」のフットボール版特別CMに出演し、雨の中パスを受けて走り屈強な大の
男にタックルされ、泥水の中で顔まで汚れて大の字に倒れても意に介せずというヒロ
イン役が受けてFacebook上で彼女をNBC土曜日深夜のコメディーバラエティー番組
「SNL（サタデー・ナイト・ライブ）のホストにしよう！」というキャンペーンが突然起こ
り、結果として同年５月８日の同番組のライブ放送で８８歳６ヶ月の史上最年長ホス
ト役を務めることになったことですね。私とは親子ほどの年上ですが、いつ見てもおば
あさんと言う感じは全くせず「元気なおばさん」と言う感じで、元気とエネルギーをも
らっていただけに残念至極です。
ご三方のご冥福をお祈りします。
（合掌）
年初に明るい話題を、と思っていたのにやや暗い気分にさせてしまい申し訳ありま
せん。罪滅ぼしができませんので、代わりにと言っては何ですが、ベティー・ホワイト女
史の出演した番組の再放送かビデオクリップをオンライン配信またはストリーミング
でお楽しみいただければ幸いです。きっと元気が出ますよ！
では、皆さんにとって寅年の今年が素晴らしい１年になりますようにお祈りして筆を
置きます。

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。

山蔵元郎
Motoo Yamakura

1-248-524-1600

1/84820
pageRochester
size ad.Rd
Godaiko RestaurantFax 248-524-1427
Troy,
MI
48085
March 2007
Cell 248-701-0066

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere
★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。
3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan
(734) 930-2880

カラオケ有!!

Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)

(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506
クリントンタウンシップオフィス
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15500 Nineteen Mile Road, Suite 330,
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
山﨑博
循環器専門医
http://www.eastsidecardiovascular.com/

心臓病治療の最前線
番外編：

日米両国医師免許取得

デトロイト市サントジョン病院
循環器科
循環器科インターベンション部長
京都大学医学部循環器科臨床教授

大山捨松について
幕末明治の女性 〜 日本の看護教育の母

大

山捨松(おおやますてまつ)、この少し奇妙な名前
を持つ日本人のことを知っている人はあまりいな

いと思いますが、日本の看護教育に偉大な貢献をした

人なので、今日はその話をしたいと思います。コロナ禍

の中で、危険を冒して、最も最前線で仕事をしておられ
るのは、看護師さんたちです。その看護師さんたちを日

本で育てるための草分けの仕事をした人として、彼女を
忘れることはできません。

度と会えるとは思っていないが、捨てたつもりでお前の

１９８９年京大医学部卒業。トマスジェファーソン医科大学およびミシガン
帰りを待って（松）いる。”と述べ、さきの名前を捨松と
の西郷隆盛と戦った敵とされており、薩摩から縁切りを

改名させ、これが彼女の生涯の名前となりました。
捨松
大学で循環器科フェローシップ。北九州市小倉記念病院循環器科医長および
されていたので、会津と薩摩の故郷から捨てられた同

は、まず、米国コネチカット州ニューヘイブンの牧師宅
志の二人が結婚により強い絆を築くこととなりました。
部長待遇を経て、現在地にて開業。アメリカ内科専門医、循環器科専門医、
に寄宿し、そこで4年近くを一家の娘同様に過ごして英
西洋かぶれの大山は、妻となった捨松を連れて鹿鳴館
インターヴェンション専門医。サントジョン病院インターヴェンション部
語を習得しました。そこでその家の末娘、アリス ベー
（ろくめいかん）で鹿鳴館外交をしましたが、長身で社
長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。

コンという生涯の友人を得ます。その後地元の高校を
経て、捨松はニューヨーク州の名門女子大学ヴァッサー

大山捨松は、幕末の1860年、会津藩家老の2男5女の

（Vassar College)に進み、英文学を専攻、1881年、
マグ

力倒幕を唱える薩摩長州などの諸藩と、公武合体を唱

卒業、卒業式では自らの卒論の”イギリスの対日政策”を

取り付けるための勢力争いをした結果、前者が勝ち、前

ニューヨークタイムズやシカゴスタンダードなどの新聞

から戊辰（ぼしん）戦争という内戦に進んだ頃でした。

の日本人女性です。捨松は1881年、開拓使からの帰国

の談判で、江戸城無血開城を取り付け、最後の征夷大

せていた捨松は、それを、一年延長してもらい、卒業後

戸に謹慎しました。しかし、戊辰戦争は、徳川慶喜が謹

許を取りました。これも日本人女性で史上初でした。

の一つが会津若松（あいずわかまつ）城でした。旧幕府

望を持って、捨松は11年ぶりに日本の地を踏みますが、

藩士たちは城外に陣地を作って官軍を迎え撃つ一方、

の場を与えてくれる場所は全くなく、その日々は、失望

末娘、山川さきとして生まれました。幕末の日本は、武

ナカムローデ（偉大な名誉）として学年3番目の成績で

える幕府勢力が、互いに京都の朝廷での天皇の支持を

もとにした卒業生代表演説を行い、その演説の内容は

者は錦の御旗を掲げて、鳥羽伏見（とばふしみ）の戦争

で絶賛されました。捨松はアメリカの大学を卒業した初

1868年、東征軍の下参謀西郷隆盛が、幕臣の勝海舟と

命令を受けますが、アメリカ赤十字社に強い関心を寄

将軍徳川慶喜（とくがわよしのぶ）は江戸城を去り、水

にニューヘイブン病院で実地看護に従事し、看護婦免

慎した後も、上野や東北を舞台に続けられ、その激戦地

1882年、帰国したら生理学や体操を教えたいとの希

勢力の会津軍は総力戦で、迫り来る官軍に対して、会津

中野竹子らは婦女子による娘子隊を結成して薙刀で官
軍に切り込み、また剣を取ることのできる少年たちは、

白虎隊を組織して城外の陣地で官軍との戦いに参戦し
ました。こうして、会津若松城籠城戦を戦ったのは、残っ

た少数の藩士たちと藩士の妻や娘たちでした。山川さき

は、この会津戦争で当時数え年8歳でしたが、母えんと
共に籠城し、弾薬の運搬や、飛び込んできた焼夷弾に

濡れ布団をかぶせ、その爆発炎上を防ぐ働きなどをした

と言われています。しかし、官軍の攻撃は激しく、さきた
ちのいた部屋に砲弾が飛び込み、さきは首にケガをし、

義姉はその場で亡くなりました。会津若松城は程なく落
城しました。

戊辰戦争は、その後、1869年北海道五稜郭（ごりょ

うかく）に追い詰められた旧幕府軍が降伏することに
より、終了しましたが、会津藩は、その敗北の結果、藩

士やその家族全員が現在の青森県下北半島北端に強

制的に移住させられました。移住先の下北半島北端は

土地が痩せ、寒さが厳しく、旧会津藩士とその家族は、
飢えと寒さで多くの人が亡くなったと言われています。
山川家もその例に漏れず、食い扶持を減らすため、さき

は、対岸の北海道函館の知り合いのもとに里子に出さ
れ、その紹介で、フランス人の家に引き取られました。

その頃、明治新政府は、教育に力を入れることを考えて

おり、北海道開拓使は10年間の米国への官費留学生
を募集していました。しかし、女子教育など全く存在せ
ず、女は嫁に行くものとの考えが圧倒的に主流であっ
た明治の初期に、10年間もの間、うら若き娘を単身アメ

リカに送るなど誰が考えたでしょうか。結局それに応
募したのは、女子ではたった五人で、戊辰戦争で敗れて
食いはぐれとなった、旧幕臣や逆賊の娘山川さきのよ

うな娘たちばかりだったと言います。その中にはのちに

津田塾大学を創設する、当時最年少９歳の津田梅子も

いました。さきは2番目に若く、1２歳でした。1871年い
よいよ、岩倉使節団に同行して、横浜港からアメリカに
出発します。その別れの時に、母えんは、”この世では２

専門医
Eastside cardiovascular
Medicine, PC -Roseville Office
博
25195 Kelly Rd 山 崎
Roseville, MI 48066
日米両国医師免許取得。
Tel: 586-775-4594
Fax: 586-775-4506

日本には、彼女を受け入れ、彼女の才能を活かし、活躍
以外の何者でもありませんでした。捨松の考え方や物

腰は既にアメリカ式となっており、日本語の日常会話を
始め、読み書きにも苦労する日々でした。周囲は彼女に

結婚を勧めますが、10代で嫁入りすることが一般的で
あった当時の日本社会で、20歳を過ぎていた捨松が最

初の縁談を断ると、彼女はもう”売れ残り”と陰口を叩か
れていました。捨松は英語ばかりかフランス語ドイツ語
も堪能でしたが、このままでは、宝の持ち腐れに終わる

可能性が濃くなっていました。ところがその局面を一気
に変える出来事が起きます。

その頃先妻に先立たれ、後妻を探していた当時42歳

の大山陸軍大臣が、知り合いの家で見染めた18歳年下

の捨松に一目惚れし、断られながらも何度も求婚を繰

り返したのです。大山は、明治維新後の1869年渡欧、
1870年から1873年までジュネーブに留学し、フランス

語に堪能で、陸軍内では西欧かぶれとして有名でした。
また、奇遇なことに、大山は、戊辰戦争の際の会津若松

籠城戦で官軍の指揮官を務めており、初日に怪我をし

て戦線を離れたとはいえ、捨松と大山は、会津若松城で

は敵味方に分かれて戦った相手同士だったのでした。大
山陸軍大臣の矢継ぎ早の申込みに対して、山川家は（会

津）逆賊の家臣であることを理由に断ると、大山は今度
は従兄弟の西郷従道を使者として送り込み、
（西郷隆

盛の従兄弟の）大山も逆臣の身内であると説き伏せ、つ

交ダンスが得意で、冗談を交えて、英語、フランス語、ド
イツ語を駆使して各国大使やその夫人たちと流暢な会
話で社交を盛り上げる捨松は鹿鳴館の花と呼ばれまし
た。捨松は家庭では良き妻、良き母で、先妻の子を含む
六人の子供たちを育て上げました。

米国看護婦免許を持っていた捨松は、あるとき有志

共立東京病院を見学しましたが、そこでは、看護婦の姿

がなく、病人の世話をしているのは雑用係の男性数人で
あることに衝撃を受けました。そこで元海軍軍医総監

で院長の高木兼寛男爵に自分の経験を話し、患者のた

めにも、女性のための職場を開拓するためにも、日本に
看護婦養成学校が必要であることを説き、高木にその

開設を提言しました。高木は、看護婦養成学校の必要
性には同意したものの、資金難から実行は難しいと答
えました。それならば、と、捨松は1884年６月、鹿鳴館

で日本初のチャリテイーバザー”鹿鳴館慈善会”を開き、

品揃えから、宣伝、販売に至るまで政府高官の妻たちの
陣頭指揮を取り、3日間で予想を大幅に上回る収益を上

げ、その全額を共立病院に寄付しました。この資金をも

とに、2年後には日本初の看護婦学校、有志共立病院看
護婦教育所が設立されました。

1887年、捨松は日本赤十字社の後援団体日本赤十

字篤志婦人会の発起人となりました。1894年の日清、

1904年の日露の日本の国運をかけた両戦争では、夫の
大山巌が陸軍参謀総長や満洲軍総司令官の重責を負っ
て出陣した後、その銃後で、寄付金集めや婦人会活動

をする傍ら、自分の看護婦資格を活かして日本赤十字
社で戦傷者の看護を行い、また政府高官の婦人たちを
動員して包帯造りなどをおこないました。また、積極的

にアメリカの新聞に英文で寄稿して日本の置かれた立

場や、苦しい財政事情を訴え、アメリカ世論を親日にす

る助けをしました。日本軍の総司令官の妻がアメリカの

名門女子大学ヴァッサーの出身であることの物珍しさ
も手伝って、アメリカの世論は、親日に傾きました。アメ

リカで集まった義援金は、親友のアリスベーコンによっ

て、捨松に送られ、さまざまな慈善活動に使われまし
た。

近代日本におけるチャリテイー企画や、ボランテイア

活動の草分けは大山捨松だと言われています。

また、捨松は、同じ官費留学生仲間の津田梅子が

いに捨松の親代わりの兄、山川浩は苦し紛れに「本人の

1900年、女子英学塾（のちの津田塾大学）を設立した

かれた捨松は、
「閣下のお人柄を知らないうちはお返事

1919年、捨松は全世界で大流行したスペイン風邪に罹

意思を聞く」と答えることになってしまいます。意思を聞

ときには全面的に協力し、その成功に貢献しました。

はできません」と答え、二人はデートをすることになりま

患し死亡しました。享年58歳。

した。ところが、デートをしてみると、鹿児島訛りの強い

（左 ）鹿 鳴 館 時
代の大山捨松

がわからなかったそうですが、フランス語で話し始める

（ 右）米 国 留 学
女子学生達 一
番右が、山川さき
（のちの大山 捨
松）。その隣が最
年少津田梅子。

大山と会津訛りの強い捨松は、最初は全く相手の言葉
と途端に会話が弾み、捨松は親子ほどの歳の差のある

大山の求婚を承諾する決意をします。その結婚の結果、
捨松は会津戦争の敵と結婚したということで、故郷から

は縁を切られ、大山も西南戦争で従兄弟で薩摩の英雄

写真：Wikipedia (大山捨松,
閲覧日12.27.2021)

引越
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クリスティーナのおしゃべりカフェ ~アメリカ生活の豆知識
Snow, snow, snow! 雪・雪・雪！

S

now, snow, snow!：雪・雪・雪！

これを読んでいるなら、あなたはミシガンに住んでいますね ー 初めての方も、冬を

体験されてる方も！ いずれにしても、まだご存じでない単語やフレーズがあるかもしれな
いのでこちらを参考にしてみてください。

Vocabulary:単語

The snowplow* will be plowing the streets in the morning.
朝に除雪車は道を除雪するでしょう。
（* “cow”や”wow”と同じ発音）

There is a lot of slush and ice on the roads.
道には溶けかけた雪や氷がたくさんあります。

I shoveled our driveway with a shovel.
私はシャベルでドライブウェイの雪かきをした。

He used a snow blower to clean the snow off of the driveway.
彼は除雪機を使ってドライブウェイの雪を除去した。

The children made a snowman and an [igloo/snow fort].

海外から日本への引越、
また国内引越も
安心と信頼のクロネコヤマトにおまかせください。

米 国ヤマト運 輸

子ども達は雪だるまやかまくらを作った。

The neighbor kids had a snowball fight, and threw one snowball at
our house.
近所の子ども達が雪合戦をして、我が家に１つの雪玉を投げつけた。

Icicles are hanging off of our house gutters.
我が家の樋に氷柱が垂れ下がっている。

YAMATO TRANSP O RT U.S.A.

Conversation:会話

11701 METRO AIRPORT CENTER DR., SUITE 103
ROMULUS, MICHIGAN 48174

田舎に住んでいる人々よりも住宅地に住んでいる人々の方が、お互いに助け合う人数が

TEL: (734) 941-3240 FAX: (734) 941-8848
Email: dttoperat@yamatoamerica.com

少ないような気がします。もちろん、困ってる人を助けてくれる親切な人達は沢山いま

す。私も冬に困っている人達の手助けをします。こちらに援助を申し出たり、お願いを
聞き入れたりする時に使えるフレーズをご紹介します。

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。

•

Do you need help [shoveling out your car / pushing your car /
shoveling your driveway]?

[シャベルで車をかき出す/車をおす/ドライブウェイの雪かきの]お手伝いをしま

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

お酒を
飲めるように
なりました！

Pont
iac T
rail

N

Maple Rd
Sunoco

www.sushidenonline.com

> Oh, that would be great, thank you! I really appreciate it!

Wendy’s

まあ、それは素晴らしい、ありがとう。本当に感謝します！

Walled Lake
Clark
Commons Sushi Den 5

716 N Pontiac Trail.
Walled Lake, MI 48390
(Walled Lake Commons Mall 内)

( 2 4 8 ) 9 6 0 - 11 4 1

しょうか？

Burger
King

tue-fri: 11:30-14:30, 17:00-21:30
sat-sun: 12:00-14:30, 17:00-21:00 ＊月曜定休

> Oh, thank you, but I’m ok. Thank you, though!

まあ、ありがとう、でも私は大丈夫です。ありがとうございました！

•

Do you need me to call [a tow* truck / the police]?
[レッカー車 / 警察]を呼びましょうか？

> Oh, could you? I’m not sure how to call.（* “go”や“slow”と同

じ発音）

あら、そうしてくれますか？どうやって電話をしたらいいか分からないの。

JAPAN NEWS CLUB

Japan News Club公式サイトから
Eメール登録すると最新号のお知らせ、その他
ローカル情報も随時お届けします！
登録はウェブサイトから

https://www. JapanNewsClub.com

> Oh, thank you, but I already called my husband. Thank you
anyway!

あら、ありがとう。でも、もう主人に電話をしました。ありがとうございました！

念のため、温かいブランケット、予備の手袋、スノースクレーパー、肢の短いシャ

ベル（あれば）の緊急用具（Target や Walmart などの店舗で購入可能）を車に入
れておきましょう。猫のトイレ用砂も、雪から車を出する時やスリップする場所に使
えて便利です。準備してください！ そして慎重に運転してください！（日本語の雪道で
の安全運転ヒント、無料メールリスト登録はこちら information@jfsusa.com.）
2022年1月3日～1月31日の間、Eメールにて無料でご相談を

1月のイベント お受けいたします。

Instagramアカウント
@japannewsclub

Japanese Family Services, USA

当社は日本人駐在家庭を支援、サポートを提供しております。
当社のウェブサイトで皆様のお役に立てる情報やヒントなどをブログとしてご紹介しております。

www.jfsusa.com
information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375
248-946-4301
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開催！
12月15日（水）、旅行会社Amnetは、ミシ

以 外 のパ スポ ートで の入 国 は 原 則 不

る情報を共有する目的でオンライン座談

更 新されており、2 021年12月2 8日時

ガン在住者に向け最新の日本行きに関す
会を開催した。

11月末に一時帰国をしたAmnetの鈴木
お申込はQRコード
または、
下記リンクより

幸子さんが体験談を共有し、年末日本へ

可となっている。座 談 会 時 からも日々
点では、米 国では、ニューヨーク州、

ハワイ州、マサチューセッツ州、イリノイ

州、カリフォルニア州、テキサス州、フロリ

https://forms.gle/fB2QvjZCEsByKhGz9

の帰国を控える方や子連れ帰国に対する

不安の大きい方、近々日本行きを検討中な

どの参加者に、入国時の必要書類の準備
方法や、強制待機に関する日本側の情報
まで、ウェブサイトを見るだけでは不明瞭

な点も掘り下げ、その場で投げかけられた

ダ州からの渡航者は、検疫所が用意する
施設での6日間の強制隔離（隔離開始3日

目に検査、さらに最終日6日目にも検査）、

それ以外のアメリカ全土からは、3日間の
強制隔離が必須となっている。

刻一刻と水際対策状況が更新されてお

質問に答えてくれる内容となった。

り、最終的には自身の滞在州の情報をこ

株 感 染 者 の 増 加 、コロ ナ 第６波 へ の

メール登録者に定期的にニュースレターを

このイベント終了後から、オミクロン

脅 威 から日本 側 の 水 際 措 置 は 強 化 さ
れ 、一 時 は 待 機 期 間 の 短 縮 も 始まっ

ていた が 、こちらは 現 在 停止中。日本

まめに入手することが重要。Amnetでは、E
配信、このような座談会で生の声、そして

帰国体験者の体験談なども集め公開して
いる。 最新情報は、必ず旅行直前にご確認を
※

米国から日本への入国者 ▶︎ 強制隔離待機必須
（※2021年12月28日現在）

強制待機日数：

6日間： ニューヨーク州、ハワイ州、
マサチューセッツ州、イリノイ州、
カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州
3日間： アメリカ全土 (ミシガン州、オハイオ州も）
※費用は、日本政府負担（交通費、滞在費、食費 1日3食）
※滞在先は、日本到着後に検疫所より指定。最終日再度COVID-19の検査 → 陰性が判明した場合、空
港に戻り解散

日本の水際措置強化による渡航時の注意点
◆ 日本入国時 必要書類 準備

１） 陰性証明書の提示（印刷）

ノーブル フィッシュ

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

ワンワールド マーケット
42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

電話： 248-585-2314

電話： 248-374-0844

月～土： 1 0 am - 8 p m
日： 1 1am - 7：3 0 p m

３） 質問票の提出(オンライン)

４） スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
在デトロイト日本国総領事館
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/

●「日本への入国をお考えの方へ」より、上記の各４項目詳細アクセス可能。

●ミシガン近郊のPCR検査機関リスト
月～土： 9a m - 8p m
日： 10 am - 8pm

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00142.html

◆ 入国にダウンロードが必要なアプリ

www.noblefish.com

① MySOS（位置情報確認・ビデオ通話アプリ）

www.oneworldmarketinc.com

② 位置情報保存設定（Google Maps等の設定）

Sanpei
伝統の味とサービスをお届けします

★日本の生ビールあります！★
(アサヒ・キリン・サッポロ）

※入国時、空港検疫でスマートフォンの確認あり。
※スマートフォンをお持ちでない、もしくはアプリがインストールできない場合は、
自己負担でスマートフォンのレンタルが必要（検疫エリア内での貸出有。15日間15,000円）
※各種アプリのダウンロード、設定については厚生労働省HP、総領事館HPに詳細あり

アメリカ入国に際しての必要書類

Main St

＊ナショナルホリデーのみ閉店

③ COCOA（接触確認アプリ）

・ワクチン接種証明書（ビザ/ ESTA保持者は必須）
Ann Arbor Road

・出発1日以内に受けたCOVID-19の陰性証明
・CDCから要請されている宣誓書（Attestation）

Joy Road
Morton Taylor Road

Mon - Fri 11:30 am - 2:00 pm
5:00 pm - 10:00 pm
Sat / Sun 5:00 pm - 10:00 pm

Tel: (734)

２） 誓約書の提出（印刷）

Sanpei
275

Ford Road

416-9605 43327 Joy Road, Canton MI 48187

【COVID-19の検査について】
※ワクチン接種が完了している場合も旅行前検査は必須
※ワクチン接種未完了の米国籍保持者・永住権保持者は出発1日以内に受けた検査証明が必要
※2歳未満のお子様は検査不要 ※所定の書式等なし
最新情報は日々更新されます。こちらの情報も今後変更の可能性があります。
日本への旅行に限らず国内旅行の場合も必ず出発直前にご利用の旅行会社
航空会社からの最新の情報入手をお忘れなく！
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新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
初夢はご覧になったでしょうか？ 私は小さい頃から夢をよく覚えているほうでして、大

凧につかまって大空を飛んだり、紛争地帯で鉄砲を担ぎながら父と一緒に必死に走った

り、チコちゃんが実家の庭に遊びに来たり、かなり奇抜なものを見ます（笑）。ゴルフをす
るようになってから初夢はゴルフに関するものが多くて、何回打ってもぜんぜん届かない

グリーンとか、体育館の中からわずかドア2枚分の開口部を通すティショットとか、普通で
はありえないような設定のラウンドばかりさせられます。きっと心理的にゴルフに随分と
追い込まれているのだろうと思っています。

「ひと月に1作品」というテーマで、ゴルフ

に関する映画や本をご紹介したいと思いま

す。記念すべき1作品目は、クラシックムービ

ー”Caddy Shack”（邦題：ボールズ・ボール
ズ）です。

1980年に発表されたアメリカのコメディ

映画です。舞台はフロリダのBushwoodカ

ントリークラブ。クラブのメンバーは、ゴルフ
の他に乗馬やカードプレイ、プールを楽しみ、夜には正装してディナーを取りながら生バ
ンドの演奏で社交ダンスをします。古しきゆかしき典型的なカントリークラブです。映画

あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
2022年度は1月3日より営業いたします。
通訳 - Microsoft TeamsやZoomなど使ったオンライン通訳
翻訳 - 免許証・技術・契約書など
ESL講師による英語・英会話レッスン（対面又はオンライン）
日本語クラス（Japanese Class）（オンライン）
通訳者養成講座（オンライン）

のタイトルにある「シャック」とは、小屋のことです。プライベートコースにはハウスキャデ
ィがいて、彼らが待機するのがキャディシャックです。メンバーからお呼びがかかるとバッ

グを担いでコースに出ます。だいぶ減ったと聞きますが、ミシガンにもまだハウスキャディ
のいるプライベートコースがあります。

ある時オーナーがコースを見回っていると、そこらじゅうを掘りまくってフェアウェイを

荒らしている掘りネズミ（gopher）が見つかりました。退治するよう命令されたのは、ア
シスタントキーパーのカール・スパクラー。サタデーナイトライブ出身、キャディシャックの

4年後にゴーストバスターズで一躍有名になるビル・マーレーがこれを演じています。掘り
ネズミの掘った穴に水道ホースを突っ込み水責めにしようとしたり、夜こっそりコースへ行

って、サバイバルゲームさながらに懐中電灯を取り付けた銃で撃ち殺そうとしたり、最終

言葉の架け橋

すが、わかっていても面白い、そういうところがさすがビル・マーレー、1つずつアクション

〜こんな日本語、英語にできますか〜

的には爆弾を仕掛けます。まあ爆弾が爆発したらコースがどうなるかわかりそうなもので
やセリフがヘンタイチックです。

いっぽう主人公のダニー・ヌーナンは、兄弟が10人以上いる家に生まれ、キャディのア

ルバイトをしながら大学進学を夢見ています。キャディトーナメントに出場し、毎年キャデ
ィ1人に与られるスカラシップを獲得しようと試みます。若手のイケメンでゴルフの上手な

メンバー、タイ・ウェブのラウンドに帯同し、将来についての相談に乗ってもらいます。
「僕
は大学に行くべきでしょうか？」とダニーが聞くと、タイは、
「穴の開いていないフルートは

フルートじゃない、穴の開いていないドーナツはデニッシュだ」
「進学すべきかどうかは宇

宙の力に聞け。ただ力を感じてボールと一体化するんだ。ほら目隠しをして打ってごらん」
など、真面目な顔をしてわけのわからない格言を並べます。彼は、これまたサタデーナイト
クラブ出身のコメディアン、チェビー・チェイスです。

果たしてカールは掘りネズミを退治できたのか？そしてダニーの野望はいかに？
ちなみにマイケル・オキーフという俳優が演じたダニー・ヌーナン役には、なんとあのミ

ッキー・ロークも候補に上がっていたそうです。監督のハロルド・レイミスは、
「ミッキー

がやっていたら、もっとダーク（悪い？）キャラになっていただろう。マイケルのほうがよっ
ぽど良い子に見えた」と言っていたそうです。

シーンごとに4コマ漫画のようなオチがあって別のシーンに進むといったサザエさん的

な展開の、恋愛あり下ネタありの作品です。アマゾンプライムで配信していて久しぶりに観
ましたが、まさにクラシックコメディ。アメリカ人の笑いのツボや80年代のゴルフコースの
様子を知るには一興かと思います。ぜひお試しください。
（参照：『Caddyshack』
（1980年

監督：Harold Ramis Warner Bros.

Entertainment Inc. 邦題『ボールズ・ボールズ』）

<プロフィール> 東京都出身、慶応大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中に
ゴルフを始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。
「もっと遠くの、
狙った場所へ」をモットーに、夏はミシガンで、冬は日本でレッスンを行っている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

−１４２
１４２−
−

色に関する言 い 回し （1）

皆様、明けましておめでとうございます
今年は、色に関する表現や慣用句を見ていきたいと思います。色に関する
感覚は文化によって違い、例えば日本では黒白と言うとすぐにお葬式を連想
しますが、西洋では結婚式のデコレーションに「シック」と言う感覚で使った
りしますね。
さて、今回は日本のおめでたい色である「赤」から見ていきたいと思いま
す。まず思い浮かぶのが「赤の他人」。赤い色とは関係なく、赤には「全く
の」と言う意味があり、これは「全くの他人」と言うことで、英語にすると “a
complete stranger ”となります。もう一つこの意味で使われているのは
「赤裸々」も元々は
「真っ赤な嘘」で、“a complete/outright lie” です。
「包み
「全くの裸」
（nude ）で、そこから転じて“frank,” “candid” 等、
隠さない」という英語が使われます。
「朱に交われば赤くなる」という表現がありますが、これは否定的な意味合
いが強く、“Bad company ruins good morals.”（仲間が悪いと道徳観
も失せる）とか “If you lie down with dogs, you will get up with
fleas.”（犬と寝れば蚤が付く）、“One who keeps company with
wolves will learn to howl.” （オオカミといれば吠え出す―ただしこ
れはちょっと古い表現です）など、いろいろな表現があります。次回も引き続
き「赤」
「紅」に関する言い回しを見ていきましょう。
それでは、2022年が健康で幸せ溢れた年になりますように。
上記についてご質問のある方、また、その他の表現について知りたい方は、
izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。
鈴木いづみ：会議通訳者、公認法廷通訳者、アメリカ翻訳者協会日＜＞英
翻訳認定資格を有す。通訳・翻訳・日英語学クラス等のサービスを提供する
鈴木マイヤーズ＆アソシエーツ（株）社長。 www.suzukimyers.com
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年末年始イベント

レポート

名前は『ミニ』でも中身は『ミニ』でない中高等部のミニ文化祭

ミニ文化 祭 開 催 ！
ミ

シガンの冬到来を思わせるフリージングレインが降っ

大きな理由でした」。Covid-19の変異株がミシガンでも発見

部ミニ文化祭」が行われた。会場は借用校舎のノバイ高校

間不足も心配要因だった。また、感染だけではなく同校のあ

た12月18日、デトロイトりんご会補習授業校「中・高等

オーディトリアム。在籍142名、８クラスがクラスごとに、クイ

ズ大会、歌とダンス、創作劇、演奏、パフォーマンスを行った。
ステージを使ってのミニ文化祭は２年ぶり。コロナ感染防止

のため保護者にも公開されていないので、加藤義行教頭先生
からお話をお伺いした。

「昨年度一年間が丸々コロナ禍で、ほとんどの行事を中止

せざるを得ない状況になったので、今年度は全校生徒が参加
する“運動会”や中高等部にとっては大きな行事であるこの“ミ

ニ文化祭”などの行事を、一つでも行えるようにしたいと思っ

ていました。そのように思ったのは、今年度もこうした行事を

中止にしたり、昨年度のようにネット上での開催としてしまう
と、これから先、今までの補習校文化を後輩たちに伝えてい

クラスの司会を務める中１

ける世代がいなくなってしまう…という危惧を抱いたことが

２０２１

されたこと、10月の運動会の開催後間もなかったので準備時

るオークランド郡の高校での銃乱射事件とそれに続く脅迫事
件、降雪等も開催にこぎつけられるのだろうかと思う材料と
なった。

「まずは開催できて、無事終了して良かったというのが、一

番の感想です。その上で、“デトロイトりんご会補習校に続いて

きた文化の一つを、とにもかくにも次の世代に受け継いでい

くことができた”ということにも、ホッとしているところです」。
二年ぶりの開催となり、ハラハラする緊張感があった。
「来年
はコロナ禍が収束に向かうことを願いつつ、よりいっそう、子

どもたちの創意工夫を凝らした“名前は『ミニ』でも中身は『ミ
ニ』でない中高等部のミニ文化祭”を、次の世代へと繋いで
いってほしいと願っています。今年度の開催に当たって、お力
添えいただいた多くの皆様に感謝しております」。

和柄

デトロイトりんご会補習授業校

中高等部

ミニ文化祭
＜プログラム＞
１３：００ 開会式

挨拶：林校長
開会の言葉：生徒会長（君嶋輝亮）

１３：０５

中１－１発表「１－１の色々クイズ♬」
（音楽とクイズ）

１３：２５

中１－２発表「りんご太郎」(紙芝居風アテレコ)

１３：４５

中２－１発表「わっと驚く文化祭」
（RPG、クリスマスソング）

１４：０５

中２－２発表「中 2 の 2 ミス・ミスターコン？」
（コンテスト）

子どもたちの輪

わつ っ

～中学・高等部で選出！ミス＆ミスター・中 2-2 は誰だ！～

１４：２５

中２－３発表「クイズ大会」
（クイズ）

１４：４５

中３－１発表「創作劇

１５：０５

１５：３５

高等部

閉会式

伝統となった高等部のパフォーマンス！

今年のテーマ

わ

ロミオとジュリエット」
（劇、ナレーション、BGM、画像）

（上）中２の発表のひとつ

発 表 「 高 等 部 全 員 が 一 丸 と な っ て バ ラ バ ラ に 演 じ ま す 。」
（演劇、楽器演奏、ヲタ芸、ダンス）

講評・閉会の言葉：加藤

和式

日時：2021 年 12 月 18 日（土）13：00～15：40
会場：ノバイ高校オーディトリアム
※当日の参加は生徒のみですが、保護者の皆様には、
後日、録画をご覧いただけるよう準備中です。

東京五輪

発表を終えたあいさつ

（下）創作劇の背景スライドも’生徒が作った

菊地ベルトラン慶子歯科

Dr. Keiko Kikuchi De Beltran, DDS. PC

日本 大 学 小 児 歯 科 卒 業

ミシガン 大 学 で 歯 科 資 格 を取 得

中３の劇の一場面

お子様から大人の方に歯科治療をいたします。
平日お忙しい方のために、
土曜日も診察しております。

新規受講の方対象

診察曜日： 金・土
時間：

10:00am〜8:00pm

住所：

21580 Novi Road, Suite 100
Novi, MI 48375
電話：

(248) 767 - 7117

ご予約は日本語で承ります。

（有効期限 1/31/2022)

248-513-4635 / info@kobylearn.com
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375
www.kobylearn.com

New Year’s
New Start
キャンペーン

新年の抱負を英
語力の向上とする
皆様このクーポン
を活用ください！
Koby は TOEIC 公式テストセンター・ヤマト便 荷物お預かりもしております。

オンラインと対面選択可能
幼児向け ESL
小中高生の ESL
大人向け日常生活英語
ビジネス英会話
TOEIC 受験準備
日本語・スペイン語・ドイツ語
英検・TOEFL・SAT 及び
現地校科目個人指導
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井上事務長 退任にあたって

した。その後、事務長を引き継ぎましたが、当

インタビューシリーズ

時の教え子が大きくなり活躍していることを

-Global Community-

昭

聞いたり、現在補習校の保護者になってお子
さんが通っているということを聞くとやはり嬉し
いです。

和、平成そして黎明期の令和をミシガン州で
駆け抜けた井上格氏の30年間。その間の15

年間デトロイトりんご会補習授業校の事務長を務
め、この12月をもって退任し、日本に帰国した。そ

―補習授業校の校歌についてのエピソードをお
願いします。

1992年にJBSDの教育部会から独立した

の井上氏に30余年間を振り返ってをお伺いした。

組織となるときに、校歌、校章を児童生徒、

長年、補習校運動会の教職員リレーチームの主力
メンバーだった。2021年10月の運動会で最後の力走
をする井上氏。

教職員や保護者に募りました。
「轟会（とどろきかい）」という自動車産業にちなむ名前も候補に
―30余年の在米中の日本語教育を振り返って、お願い

ありましたが、ミシガンの名産にちなんだ「りんご会」が最終的に選ばれ、非営利団体として州政

します。

府に登録しました。当時私はAnn Arbor方面に住んでいたので、土曜日の朝、M-14を運転してい

1988年に来米し、33年間滞在しました。それ

ると朝焼けの美しさに感動して、そのことを校歌の歌詞にしました（♪ 朝焼けの美しさ 僕らは

ぞれのお立場の方が日本語教育にかかわってい

知っている 集う日の楽しさが待っている）。地平線に昇る朝日を見られるのは日本では北海道

らっしゃいますので、自分の視点からお話しいた

ぐらいですね。

します。日本語教育はその当時も学習している学生は大勢いました。日本人子女教育を施してい
る学校は補習校のみで、その頃は日本人以外は受け入れられていなかったと思います。当時ミシ

―事務長としての15年間を振り返ってお願いします。

事務長になり今まで見えていなかったことがたくさんあることがわかりました。理事・運営委員

ガン大学ではJorden Methodを用いた日本語指導が中心だったように覚えています。イースタン・

会、父母会、皆様の協力です。2016年度の卒業式の朝、ノバイ高校の地域が停電になってしまい

ミシガン大学でも日本語教育が行われており、小池教授が手作りの教材を用いていらっしゃい

小・中・高等部合同の卒業式ができなくなりました。
「なんとしてでも卒業式をする」という協力体

ました。私はデトロイトでContinuous Education（生涯教育）に関わる機会があり、短期集中型

制のもと、理事・運営委委員会、父母会、皆さんが的確に動き、午前中に行われたメドウズ校で

の語学教授法が有効だと感じました。アメリカの日系会社に勤め始めた際、業務時間内に日本語

の卒園式の会場をそのまま三学部合同の卒業式会場へと作り替えたのです。本当によくできたな、

を教えることになってそれを生かしました。2004年にJapanese Meetupの主宰者になり、日本人
以外の人たちに日本や日本語を紹介する機会を持ち始めました。コロナ禍になるまでNoviの図書
館で日本語を教えました。その経験で感じたことは、語学には目的と目標が大事だということです。

というのが実感です。
―締めくくりに今後についてお願いいたします。

補習授業校とNovi学区とのかかわりは10年になります。今後10年間の校舎借用の契約も結びま

自ら出資して学ぶ場合と趣味で学ぶ場合では取り組みに違いが出ます。前者は出席率が高いの

した。10年前には想定していなかったことも多くあります。どうactiveに対応するかが大切です。補

に比べ、後者は休みがちの人が多いです。けれども、最近は独学でも日本語が上手な方がいらっ

習校はもうすぐ開設50周年を迎えます。メドウズ校も改築を終え、校舎の有効利用が期待されます。

しゃり、すごいと思います。

現在別校舎となっている中・高等部も一校体制に戻ることがあるならば、生徒会活動など新たな生

―30余年、講師と事務長としてお務めになったりんご会補習授業校についてお伺いします。

徒の活動の場が生まれるかもしれません。今後は課題があった場合、どのようにpositiveに受け止め

来米時は日本の学校に籍を置いていたのですが退職し、
ミシガンの生活へと移行しました。最初

ていくかが大切だと思います。起こってくることに前向きに考える、プラスに考えることです。

は小学部6年生の担任で、次の年は中学部の数学、3，4年後に当時の校長先生に「キミ、日本で先生
だったよね、国語も教えることができるよね？」と言われ中学部国語を担当しました。1997年ごろから
日本語部の立ち上げを担当しました。北米で日本語教室のある補習校をいくつか視察し、デトロイト
補習校でも日本語教室（日本語を第二言語として学ぶ、長期滞在者のためのクラス）を作るかどうか
を検討していました。結論として設置しないことになり、2、3年後にTT部と日本語部とが一緒になりま

ご帰国後にもかかわらず、快くインタビューにお答えいただいた井上氏はからは在米中以上に柔和
なお人柄があふれていた。地平線に昇る朝日の美しさを普遍的に歌った補習校の校歌の歌詞。誰に
とっても感動する風景を切り取った思いは、草の根レベルから学校教育まで井上氏に触れあったす
べての人々、ミシガンや世界中にいる教え子の心に鮮やかに燃え続けるだろう。

ミシガン州 アナーバー市

これからのスタンダード。それは
快適な賃貸アパート暮らし

1 & 2 ベッドルームアパートメント
2555 Oak Valley Drive, Ann Arbor, MI 48103

734-274-4505
詳細はこちらから

CenterraPointe.com

日本人スタッフが丁寧にリースのサポートをいたします

プレミアム仕上げの内装・アタッチガレージ
良質アメニティ多種・便利なロケーション
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2022年度 高等学校
学習指導要領改訂のポイント
～新設教科・科目とその内容は？～

２学習指導要領における履修科目の変更について、文部科学省の資料を参考に
０２２年度は高等学校の学習指導要領が改訂されます。ここでは、高等学校の

してまとめました。

改訂後の学習指導要領では、国語・地理歴史・公民・数学・外国語・家庭・情報
に新科目が設置されます。また、理数科という新教科も設置されます。各教科の新
設科目と、その内容は以下の通りです。
《国語》
共通必履修科目として「現代の国語」と「言語文化」、選択科目として「論理国語」
「文学国語」
「国語表現」
「古典探究」が新設されます。
「現代の国語」は、実社会・実生活に生きて働く国語の能力を育成する科目 、
「言語文化」は、上代（万葉集の歌が詠まれた時代）から近現代 につながる我が
国の言語文化への理解を深める科目、
「論理国語」は、多様な文章等を多面的・多
角的に理解し、創造的に思考して自分の考えを形成し、論理的に表現する能力を育
成する科目、
「文学国語」は、小説、随筆、詩歌、脚本等に描かれた人物の心情や情
景、表現の仕方等を読み味わい評価するとともに、それらの創作に関わる能力を育
成する科目、
「国語表現」は、表現の特徴や効果を理解した上で、自分の思いや考え
をまとめ、適切かつ効果的に表現して他者と伝え合う能力を育成する科目、
「古典探
究」は、古典を主体的に読み深めることを通して、自分と自分を取り巻く社会にとって
の古典の意義や価値について探究する科目です。
《地理歴史》
共通必履修科目として「歴史総合」と「地理総合」、選択科目として「日本史探究」
「世界史探究」
「地理探究」が新設されます。
「歴史総合」は、世界とその中における日本を広く相互的な視野から捉えて、近現
代の歴史を理解する。歴史の推移や変化を踏まえ、課題の解決を視野に入れて、現
代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史を考察する。歴史の大きな転換に着目
し、単元の基軸となる問いを設け、資料を活用しながら、歴史の学び方（「類似・差
異」
「因果関係」に着目する等）を習得する科目です。
「地理総合」は、持続可能な社会づくりを目指し、環境条件と人間の営みとの関わ
りに着目して現代の地理的な諸課題を考察する。グローバルな視座から国際理解や
国際協力の在り方を、地域的な視座から防災などの諸課題への対応を考察する。地
図や地理情報システム（ＧＩＳ）などを用いることで、汎用的で実践的な地理的技能
を習得する科目です。
「日本史探究」と「世界史探究」は「歴史総合」を、
「地理探究」は「地理総合」の
内容を発展的に学習する科目です。
《公民》
共通必履修科目として「公共」が新設されます。
「公共」は、現代社会の諸課題を捉え考察し、選択・判断するための手掛かりとな
る概念 や理論を、古今東西の知的蓄積を踏まえて習得するとともに、それらを活用
して自立した主体として、他者と協働しつつ国家・社会の形成に参画し、持続可能な
社会づくりに向けて必要な力を育む科目です。

筆者プロフィール： 米日教育交流協議会・代表

丹羽 筆人

河合塾で十数年間にわたり、大学入試データ分析、大学情報の収集・提供、大学入試情報誌「栄冠め
ざして」などの編集に携わるとともに、大学受験科クラス担任として多くの塾生を大学合格に導いた。ま
た、全国の高等学校での進学講演も多数行った。一方、米国･英国大学進学や海外サマーセミナーなどの
国際教育事業も担当。米国移住後は、CA、NJ、NY、MI州の補習校･学習塾講師を務め、2006年に「米
日教育交流協議会（UJEEC）」を設立し、日本での日本語･日本文化体験学習プログラム「サマー･キャンプ
in ぎふ」など、国際的な交流活動を実践。また、帰国生入試や帰国後の学校選びのアドバイスも行ってお
り、北米各地で進学講演も行っている。河合塾海外帰国生コース北米事務所アドバイザー、名古屋国際
中学校・高等学校及び国際高等学校（認可申請中）、名古屋商科大学アドミッションオフィサー北米地域
担当、サンディエゴ補習授業校指導教諭。

◆米日教育交流協議会（UJEEC） Website：www.ujeec.org

《数学》
選択科目として、
「数学Ｃ」が新設されます。
「数学Ｃ」は、現行の「数学Ⅲ」の「平面上の曲線と複素数平面」及び「数学 B」
の「ベクトル」を移行するとともに、現行の「数学活用」の「社会生活における数理的
な考察」の「数学的な表現の工夫」を移行した科目で、
「数学Ⅰ」より進んだ内容を
含み、数学的な素養を広げるとともに、数学的な表現の工夫などを通して数学的に
考える資質・能力を養います。
《外国語》
共通必履修科目として「英語コミュニケーションⅠ」、選択科目として「英語コミュ
ニケーションⅡ・Ⅲ、論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが新設されます。
今回の改訂では、
「聞くこと」、
「話すこと［やり取り］」、
「話すこと［発表］」、
「読
むこと」、
「書くこと」の五つの領域の言語活動を通してコミュニケーションを図る資
質・能力を育成することを目標としています。五つの領域別の言語活動及び複数の領
域を結び付けた統合的な言語活動を通して、五つの領域を総合的に扱うことを一層
重視する必履修科目として「英語コミュニケーションⅠ」、更なる総合的な英語力の向
上を図るための選択科目として「英語コミュニケーションⅡ」及び「英語コミュニケー
ションⅢ」が設定されています。 また、
「話すこと」、
「書くこと」を中心とした発信
力の強化を図るため、特にスピーチ、プレゼンテーション、ディベート、ディスカッショ
ン、まとまりのある文章を書くことなどを扱う選択科目として「論理・表現Ⅰ」、
「論
理・表現Ⅱ」及び「論理・表現Ⅲ」が設定されています。
《情報》
共通必履修科目として「情報Ⅰ」、選択科目として「情報Ⅱ」が新設されます。
「情報Ⅰ」では、プログラミング、モデル化とシミュレーション、ネットワーク（関連し
て情報セキュリティを扱う）とデータベースの基礎といった基本的な情報技術と情報
を扱う方法とを扱うとともに、コンテンツの制作・発信の基礎となる情報デザインを扱
い、更に、この科目の導入として、情報モラルを身に付けさせ情報社会と人間との関
わりについても考えさせます。
「情報Ⅱ」では、情報システム、ビッグデータやより多様なコンテンツを扱うととも
に、情報技術の発展の経緯と情報社会の進展との関わり、更に人工知能やネット
ワークに接続された機器等の技術と今日あるいは将来の社会との関わりについて考
えさせます。
《理数科》
「理数探究基礎」及び「理数探究」の二つの選択科目で編成されます。
「理数探究基礎」は、探究の過程全体を自ら遂行するための進め方等に関する
基本的な知識及び技能を身に付け、新たな価値の創造に向けて挑戦する意義の理
解、主体的に探究に取り組む態度等を育成する科目です。
「理数探究」は、
「理数探究基礎」などで身に付けた資質・能力を活用して、自ら設
定した課題について主体的に探究することを通じて、これらの資質・能力をより高め
ていく科目です。特に「理数探究」においては、生徒が自身の知的好奇心や興味・関
心に基づき主体的に課題を設定することや、探究を進める中でのアイディアの創発、
挑戦性をより重視するなど、生徒がより主体的，挑戦的に探究することを目指してい
ます。その際，探究の成果としての新たな知見の有無や価値よりもむしろ、探究の過
程における生徒の思考や態度を重視し、主体的に探究の過程全体をやり遂げること
に指導の重点を置くこととしています。

２０２２年度の学習指導要領改訂によって、現中学３年生が受験する２０２４年度の大
学入学共通テストや２０２５年度の各大学の入学試験の出題科目にも影響が及びます。
２０２４年度の大学入学共通テストの出題教科は、現行の「国語」、
「数学」、
「地
理歴史」・「公民」、
「理科」、
「外国語」の５教科に、
「情報」を加えた６教科とな
ります。出題科目は「地理歴史」と「公民」において、
「地理総合、地理探究」、
「歴
史総合、日本史探究」、
「歴史総合、世界史探究」、
「地理総合、歴史総合、公共」、
「公共、倫理」、
「公共、政治・経済」の６科目から最大２科目を選択することになり
ます。また、数学の選択科目の「数学Ⅱ、数学Ｂ」が「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ⅲ」に変
更されます。その他の教科の出題科目は変更ありません。
なお、各大学の大学入学共通テストの利用方法や、各大学の入学試験の出題教
科・科目については未発表ですので、今後の動きに注目したいと思います。
				
----------------
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《お花の随筆

第58回》

愛すべき小旅行

夫婦が行き交っておりました。世界各地それぞれの装飾と解説付きの美しいクリスマスツリー
の展示、日本の門松の紹介。立派なガラス張りの温室の中にはミニレールに電車も走り、ボ
ランティアの方々が展示のガイドを務めていました。植物と芸術、その興味深いつながりとそ

織田貴和子

世界を本当に動かしているのは一体誰なのか。仕掛けられ脅され踊らされ、AIによる容赦
ない監視も世界の多様な社会的背景から起こる制約や圧迫も当たり前となり、否応なく「仕方
なし」と片付けねば何も前へ進めることが出来ないよう、粘り勝ちされてしまった感がございま
す。あらゆる方角から日々投げかけられる大きな釣り針や身に降りかかる失敬の数々に辟易し
ながら薄々勘付き始めてはいるものの、あまりのスケールの大きさと根の深さに声も上げられ
ずおります。人々の不安に乗じて屁理屈を振りかざし、みだりに私腹を肥やす者。己の視野の

れが日々の暮らしに齎してくれるもの、その理解とケアの大切さをも説かれ、それをこの場所を
去った後もそれぞれが少しずつ育んで行けるよう解説を加え励ましていらっしゃいました。来
訪者がそれぞれのペースで散策を楽しめる屋外の広大な彫刻公園、日本庭園、ミシガンの
農場ガーデン、チルドレンズガーデンなどを舞台に、私も豊かな情報とアートとの相互理解の
チャンスを与えられ、随所での新発見に微笑んでおりました。夏の雰囲気とは別物のこの季
節、落葉樹は皆丸坊主ですので先が見やすく彫刻やアート作品のスポットは容易で、寒さ対策
と安全な歩きやすい靴の備えさえあれば鑑賞は無理なしと存じました。まだ諦めちゃいけない、
人類はそう捨てたもんじゃない、あるところにはある。未来への気持ちをそう明るく持ち直せ、

限りに気づかずこれぞ正義とよそ様の思慮や文化、歴史的背景を平気で踏みにじる者。辻褄

質の高い人間教育の持続と、こういった施設の存続の大切さをも併せて、考えさせられました。

の合わぬことを指摘されれば他に責任を転嫁する為翻り、恥も道徳も無知も知らず、ただ悪戯

昔の親たちは子供たちにツリーを見せる前の最後の飾りつけとして、ピクルスを吊るした

に大衆を扇動せんとする者たち。増えすぎた人類の困った風潮と愚かな波の寄せ返しに揉ま
れながら、一般人は身の回りと自分自身の平和を守る事だけで精一杯。大きな犠牲がその都
度払われながら世界は回ってゆきます。これが先人の描いた豊かな人類の未来なのだとすれ
ば、もう取り返しのつかぬ地点へ来てしまったのか。それでも一縷の望みに灯を見出し冷静に
世を見据え、自分なりに現実を社会科学し哲学するべく、魂の栄養と精神の健康の為に今自
分に何かしてあげられることはないかと、年末は気分転換の小旅行へ出かける事に致しました。
全くの思い付きで目指した先は州内グランドラピッズにあるフレデリックマイヤーガーデン
ズ。グランドラピッズはビッグ・ラピッズの愛称で親しまれ、ジェラルド・フォード大統領はじめ
多くのレジェンドを輩出した土地であり、その魅力ある基盤は、財力と人々の支持により大切
に守られ続けています。例年秋に開催される”ArtPrize“では、多額の賞金にも後押しされた
創意工夫のアートのお祭り騒ぎに、展示を鑑賞して歩く幅広い年齢層の人々と屋内外の芸術
作品が一体となりアートミュージアムと化す、活力ある大都市。その東寄りに位置し”ALWAYS

そうです。緑の枝の中に隠れてしまうそのオーナメントを見つけた子供は「観察力に優れて
いる」ことを褒められ、その意表を突く発見にご褒美としておまけのプレゼントが与えられ
たとか。こんな楽しい注意力の導き方もあるのですね。英国、アメリカ、ヨーロッパに400
もの庭園を造ったGertrude Jekyll (1843-1932) は、”A garden is a grand teacher. It
teaches patience and careful watchfulness; it teaches industry and thrift; above all,
it teaches entire trust.” という言葉を残しております。芸術や数々の植物が教えてくれること
は静かで力強くタイムレスな真実であり、その調和をデザインするには真実の声をきき心を真
摯に紡がねばなりません。自然の豊かな表現力にふれることで、自分を含めた身勝手な人間
たちの無駄の多すぎる暮らしや工夫の足りなさが、少しでも改善されるよう祈ります。歴史に
学び芸術にふれ草花を育てながら、次の世代へ何を残してあげられるのかを悩み、考えます。
激動する世界に絶望と無力感で隅へ押しやられそうな時には、美しいミシガンの魅力の再発
見に心癒され創造の楽しさに心躍らせ参ります。慶春。

GROWING. ALWAYS BEAUTIFUL. ALWAYS NEW.“との魅惑の三拍子を謳うFrederik
Meijer Gardens & Sculpture Parkは、年362日オープンしています。一人自由奔放に思いを
巡らせながら運転を続ければ、雑多な思考が整理される頃には無理なく到着できるはず。鹿
を撥ねませんように、と祈りながら水のボトル2本だけを持って、家の者には「文化に触れに
行ってきます」とだけ残して、発ちました。
案内の地図だけで立派な小冊子が出来るほどの広さのそこで、何をどこまで鑑賞するかは
訪れた方ご本人次第。植物と光に囲まれた温かで美しい建物内部では、家族連れや年配のご

見事なお花の歓迎

Family Medicine @ Domino’s Farms
《 家庭医学科医師 》

Japanese Family
Health Program

平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

カール ルー MD

清田

礼乃（あやの）MD

橋 川 ミシェリーン MD

若井

俊明

《 心理療法・カウンセリング 》
フォーク まり子 LMSW, ACSW

■ 家庭医学 ・一般診療

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

■ ミシガン大学専門科への紹介
（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング

■ 妊婦検
検診および出産

www.med.umich.edu/jfhp/

MD

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

《 スタッフ 》
大崎 晴子 RN

■ 人間ドック健康診断

《 家庭医学科医師 》

マイク フェターズ MD

日本語を話す医師の診察を受けられます。
日本語を話す看護師に相談ができます。

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

Livonia Health Center

猪原

悦子

(メディカル アシスタント)

24 Frank Lloyd Wright Dr.
Lobby H. (PO BOX 431)
Ann Arbor, MI 48106

734-647-5640 (英語)24時間
734-647-6523 (日本語)
月 ー 金 8時から5時

20321 Farmington
Rd. Livonia, MI 48152

248-473-4300
英語・24時間
日本語 ―日本語は１を押して
ください（ 月ー金 8 時から5 時 ）

受付・メディカルアシスタント

募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
734-232-0917に
Faxしてください。
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アメ リ カ 医 療 の
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

渡米してすぐの方も、長年こちらに住んでいる方
も、米国医療に関することになると「よくわから
ない」
「もっと知りたい」と感じている方も多いの
ではないでしょうか。そこで、ミシガン大学の家庭
医学科の先生方に医療に関する様々なトピックに
ついてまとめていただき、連載でご紹介します。

取 扱 説 明 書

患者さんの医療情報について

日

本でもアメリカでも、患者さんのカルテは、病院

また、救急外来や専門医に自分で行って、入院したり

が守られる仕組みになっています。例えば、精神的なこ

や診療所などの医療機関、およびそこで働く医

治療を受けたりする場合、そこで、かかりつけ医の名前

と、薬物使用や、性的な内容は、本人が親と共有した

療従事者によって管理されています。患者さんの診断

を伝えておくと、その医療情報はかかりつけ医のところ

くない場合は、医療機関は親と共有することができま

名、既往歴、精神疾患の有無、喫煙、アルコール、薬物

に送られてきます。それは、患者さんがその後の経過

せん。それによって、親に言えないような内容でも、友

使用の履歴など、医療を行う上で必要な情報がカルテ

観察を行うのに、かかりつけ医が状況を把握しておく

人に相談するよりは、医療機関に相談しやすくするとい

には含まれています。これらの情報の管理をするうえ

ことが重要だと考えられるからで、これも患者さんのた

うことを期待してできている法律だと思われます。

で、プライバシーの保護は大変重要です。

めになるため、合法です。

誰がこの患者情報を見ることができるの？
誰がこの患者情報を見ることができるのでしょう
か。かかりつけ医は、基本的に患者さんの医療に必要
な情報はすべて持っていることになっており、この内容
は、今のように電子カルテが多く使われるようになる前
から、医療機関で保管しています。アメリカでは、患者
さん本人は、いつでも、これを見る権利があります。具
体的に、カルテをすべて見せてほしいと頼んだ場合に、
すべてをコピーしたり印刷するのに何日かかるかとい
う事務的なことを除いて、原則的には患者さんはカル
テ閲覧の権利があり、電子カルテでは、ほとんどの患
者用ポータルから、カルテを閲覧することができるよ
うになっています。
それ以外にも、かかりつけ医とその同僚やスタッフ
とご本人の他にも、医療情報が開示される場合があり
ます。まず、どこで診察を受けても、ご自分の入ってい
る保険会社にはオーダーされた検査、治療、病名が報
告されます。処方箋を受け取ると、それも保険会社に
送られます。これは、保険会社が医療機関に支払いを
するために必要なためで、保険会社がそれを他に漏ら
すことはありません。また、かかりつけ医から専門医や
救急外来を紹介された場合、紹介先に必要な情報を
送る約束になっています。以前は、必要な既往歴や現
在の服用薬などをファックスで送っていました。最近
は、電子カルテの普及で、同じ医療機関内はもちろん、
他の医療機関の専門医や救急外来に行っても、かか
りつけ医のカルテや検査結果を見られることもよくあ
ります。ただ、患者さんを診察する、医療行為を行って
いる人のみが医療情報を閲覧する、というのが鉄則で
す。もし、医療機関に務めている人が、理由なくカルテ
を閲覧すると、犯罪になります。その点は、日本よりも
厳しく管理されています。
例えば、かかりつけ医に勧められて救急外来に行く
場合、かかりつけ医が救急外来の医師と話をして、ど
うして救急外来に行く必要があるのか、今までの検査
結果や経緯などを説明したりしますが、これは、医療
に必要な情報交換として、患者さんの利益になり、医
療に必要、ということで、必要かつ正しい行為とされ
ています。

もし、救急外来や専門医にかかって、かかりつけ医
の名前を言っておかない場合、その情報は、どこにも送
られません。その後、かかりつけ医に診てもらって経過
観察をするように、という指示をうけてから、かかりつ
け医に受診する場合、救急外来や専門医で何が行われ
て、どういう状況だったのかを、かかりつけ医に知らせ
る必要があります。この場合、かかりつけ医の診療所の
スタッフが医療情報を要求しても、プライバシーを守る
ため、送ってくれないこともよくあります。その場合は、
患者さん本人の署名が入った書類で、医療情報を○○
先生に送ってください、というような書面をファックス
で送ることが必要になります。

ここまで、医療情報、個人情報を守ることについて
説明しましたが、医療情報を患者さんが他の医療機関
と共有することをリクエストすることもよくあります。
電話で頼んでも、電話した人が、患者さん本人である
ことが確認できないため、電話では送ってくれないこ
ともよくあります。患者さん本人が署名して、ご本人の
医療情報を送ることを書面でリクエストした場合、そ
れを送ることは医療機関の義務で、2週間程度で送る
ことになっています。
例えば、引っ越しなどで、かかりつけ医を変更する場
合など、以前のかかりつけ医が持っている医療情報を

また、アメリカのかかりつけ医は、患者さんに応じて
必要な検査や予防接種が済んでいるかどうかを確認し
て、足りないものは補う、という役目があるため、他の
病院や外来で受けた検査の結果も知る必要がありま
す。たとえば、かかりつけ医とは別に産婦人科にかかっ
て、そこでマンモグラフィを受けている場合は、その情
報をかかりつけ医は確認する義務があります。そのた
め、かかりつけ医以外の医師にかかる場合は、かかり
つけ医の名前を伝えて、情報を共有してもらうように
頼んでおくと便利です。日本で予防接種を受けてきた
場合なども、その記録をかかりつけ医に提示すること
が大切です。

家族でもダメ？患者のプライバシー遵守は鉄則
医療情報やプライバシーを守るため、アメリカの医
療機関は、患者さん本人以外には医療情報を話しては
いけないことになっています。家族は必ずしも患者さん
本人の医療情報を閲覧する権利はないですし、医療機
関が検査結果を伝えることもできません。もし、家族
でも友人でも、自分以外の誰かに、すべてを知ってお
いてもらいたい、検査の結果も自分と同様に、その人に
話してもらいたい、という場合には、自分の医療情報は
すべて共有する、という旨の書類にその人の名前を書
いて、署名したものをあらかじめ提出しておく必要があ
ります。その書類がないと、ご家族が検査結果を聞い
たりはできない決まりです。乳幼児や小児の医療情報
は、両親のどちらでも閲覧する権利がありますが、13歳
以上の子供の医療情報は、内容により、プライバシー

ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。 https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program

医療情報の共有をリクエストするのは可能

新しいかかりつけ医に送るように、という書類に署名す
ることによって、新しいかかりつけ医が必要な医療情
報を得ることができます。日本では、カルテは門外不出
なことが多く、必要と思われることを手紙で書く、とい
うのが習わしですが、書き換えることによるミスもあり
えますし、手間もかかるということもあり、アメリカで
はカルテそのものを送る、というのが一般的です。これ
によって、いままでのワクチンの記録など、患者さんに
必要な情報が一か所に集まることになり、その点では、
日本のように個人個人が自分で管理しなくてはいけな
いシステムよりは、使いこなせば、便利ともいえます。
アメリカから、日本や他の国に引っ越す場合は、予防
接種の記録、治療記録、検査結果、手術記録、入院記
録など、必要な医療情報をコピーして持参するか、電子
ファイルとして保存して、持ち帰ることがお勧めです。後
から、海外からカルテの郵送を頼んでもなかなか送っ
てもらえないので、国内にいるうちに、必要な情報を入
手しておきましょう。
筆者プロフィール：

医師

リトル（平野）早秀子（ひらのさほこ）

ミシガン大学医学部
家庭医学科助教授
1988年慶応義塾医学部卒業
1996年形成外科研修終了。
2008年Oakwood Annapolis
Family Medicine Residency
終了後、2008年より、ミシガン
大学家庭医学科で日本人の患者
さんを診察しています。産科を

含む女性の医療、小児医療、皮膚手術、創傷のケアに、特に
ちからを入れています。

▶︎過去の「アメリカ医療のトリセツ」はJapanNewsClubウェブサイト（japannewsclub.com)に掲載中。
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Vol. ６ イヤイヤ期の子どもとの関わり合い

Dr. K

シガン州のみなさん、こんにちは。コロナで始まって
コロナで終わった感がある2021年から、ついに新し
い2022年が始まりました。新年の記念すべき一番初めの
質問は「焦がしブロッコリー」さんです。
＊＊＊

イヤイヤ期の子どもとのかかわりについて悩んでいま
す。我が子は2歳半です。

1ヶ月ほど前から、何を語りかけても「やーだ」と言うよ
うになりました。公園にいっても、遊び場から帰りたくな
くて座り込みを始め、しまいには寝転んでしまいます。

「じゃあ知らないからね」と少し側を離れることもあ
るのですが、ここアメリカは誘拐なども多いですし、周
りの大人の視線も気になってしまいます。歳の近いほ
かの兄弟もいるので彼ばかりに付き合ってあげること
もできず、モヤモヤします。
どんな風にかかわると、母子共に仲良く楽しく生活で
きるか、アドバイスを下さい！
			

医師 桑原功光： (くわばら のりみつ)
Children's Hospital of Michigan

ミシガン小児病院（デトロイト）に勤務する日本・米
国小児科＆米国小児神経科専門医。北海道砂川市出
身。2001年に旭川医科大学卒業して早くも医師20
年目。北海道から沖縄県まで日本各地で研鑽した後
に2012年に渡米。ハワイ大学、テネシー大学を経て、
2019年より現職。趣味はアイスホッケー、ボードゲー
ム。
「あめいろぐ」にも不定期連載しています。

ミ

＜今月の質問＞

筆者プロフィール：

＊＊＊

ペンネームが「焦がしブロッコリー」とは、この冬の時期
に素晴らしいネーミングセンスです！ ブロッコリーは冬
の野菜で、日本では私の生まれ故郷である北海道が生産
量第１位なんですよ！
（トリビア）。また、アメリカで日本料
理を食べると、
「えっ？！ ここでブロッコリーが登場？」と
いう料理にブロッコリーが使われており、新鮮な驚きを感
じたことはありませんか？ なんといっても、私は「天ぷ
ら」と「ラーメン」にブロッコリーが使われていたのを初め
て見た時にはいろんな意味で深い感銘を受けました。

話が横に逸れましたが、焦がしブロッコリーさんの息
子さんは、2歳のイヤイヤ期を迎えたのですね。おめで
とうございます。健やかに成長されている証拠ですよ。
2歳児は自我や自立心が芽生えてくる反面、自己主張が
強くなってくる時期であり、
「第１次反抗期」と言われて
います。ちなみに2歳児は日本語では「魔の2歳児」と呼
ばれるのに対して、英語では“Terrible Twos”と表現し
ます。国境を越えて、みんな2歳児のイヤイヤには手を
焼いているのが実情です。焦がしブロッコリーさんだけ
ではないので、まずはご安心ください。
この2歳児のイヤイヤ期には多くのお子さんが「自分で
できないにも関わらずやりたがる」
「駄々をこねまくる」
「一旦遊びだすと帰りたがらない」
「夜の決まった時間
に寝ない」という行動を繰り返します。
「キーッ」と頭に
血が高まる思いをした親御さんは少なくないはずです。
「主張は一丁前だけど、実力が伴わない」のが2歳児で
す。また、感情のコントロールを行う前頭葉の発達も未
熟であり、かんしゃくを起こすとその怒りを抑えることが
まだできません。加えて、言語による対話能力もまだ未
熟です。そのため、2歳には言葉での説得が難しいので
す。だから、親御さんにとってストレスがたまるのも無理
はありません。

ちなみに、我が家の息子たちが2歳だった頃を思い出し
ても、イヤイヤはありましたが、それほどひどくなかったと
記憶しています、が、そういう感想を妻と話していたところ、
『たとえあなたが「この子たちのイヤイヤ期はたいしたこ
とはなかった」と言っても、自分のこども以外に比較対象
がない初めての母親にとっては本当に辛いのよ』と、一刀

両断に断ち切られました（反省）。ミシガン州に在住の多
くの家庭は奥さんが育児の中心で、夫は日中には仕事が
あり、家庭を離れている家庭がほとんどではないでしょう
か。夫は仕事から帰ってきて、2歳のかわいい瞬間しか見て
おらず、その反面、奥さんは2歳のたいへんな時間を一身
に背負っていてはきっと奥さんもやりきれないでしょう、と
書きながら、今さらのように私も反省している次第です。

とは言っても、私も2児の父であり、2歳のイヤイヤ期に
は、こどもの気持ちに寄り添い、それを楽しむように努力
しました。イヤイヤ期に関わらず、子育てで大事なことの
ひとつは、こどもにとって身体的かつ精神的にも「安全基
地」を作ってあげることです。2歳頃からこどもが親の手
から少しずつ離れるに従って出会う葛藤をうまく受け止め
て、あえて失敗も温かく見守り、必要に応じて手を差し伸
べる大人がいることが、情緒や対人関係を養う核になりま
す。イヤイヤ期の子育てに絶対的な正解はなく、さまざま
な本やネット情報が良くも悪くも飛び交いますが、以下に
私なりに思う要点をまとめました。

1. 初めに、子育てに100%を求めることは止めましょう。
「だって人間だもの（相田みつを）」とはよく言ったもの
です。100%の父親も母親もこの世には存在しませんし、
100%でない親の元でもすくすくと育っていくのがこどもた
ちです。まずはそこからです。
2. こどものイヤイヤが始まったら、まず親が落ち着きま
しょう。怒りのピークは6秒ほど、と言われています。深呼
吸をして、6秒数えましょう。言動・行動に移す前に、たっ
た6秒待つだけで、自分と相手の感情を客観的に見つめ直
すことができます。6秒だけガマンしましょう。

3. 親が落ち着いたところで、状況に応じて選択肢や代替
案(妥協案)を出しましょう。例えば、歯磨きがイヤなら、
いくつか歯ブラシを用意して「どの歯ブラシで磨く？」と子
どもにあえて選択肢を提示して選ばせる。まだ帰りたくな
いと言えば「じゃあ、あと5分だけ。それが終わったら帰る
よ」と妥協案を提示して、お子様と交渉しましょう。絶対に
ダメなものはダメと言いましょう。相手は未熟でも一丁前
です。本気には本気で返しましょう。

4. ただただ優しく抱きしめてあげるのも効果的な場合が
あります。
「そうか、そうか、イヤだったのね」と言いなが
ら、ゆっくり抱きしめていれば、落ち着くお子さんも多いで
す（親も落ち着くこともあります）。

5. 2歳になれば、タイムアウトを始めてもいいでしょう
（youtubeで「タイムアウト 子育て」と検索するとやり方
が出てきます）。イヤイヤが始まったら、安心して落ち着け
る場所に移動しましょう。お店の中でかんしゃくが始まっ
たら、静かな場所に移動しましょう。人目から離れること
で、周囲の目を気にせずにすみます。でも、屋外ではひとり
にさせず、必ず目の届く範囲で見守りましょう。家の中で
は、他の部屋に移動するのもいいですね。

◆

6. 時には気晴らしにおにぎりなどを作って、一緒に公園
に外出するのもいかがでしょうか。えっ、冬の間は公園は
厳しいって？ では、逆に屋外アイスリンクなんていかがで
しょう？ ミシガンは冬の間は屋外アイスリンクが各所に
あります。楽しめますよ。あと、週末は旦那様にお子さん
の面倒を見てもらって、仲の良い奥様同士でお茶会される
こともオススメです。親もどうやったら子育てで楽できる
か、知恵を共有しましょう。

7. 「ママはテンパリスト (集英社 東村アキコ著 全４巻」)
を読んでみることもオススメします。ご存知ですか？ マン
ガ家である東村アキコ氏による子育てエッセイマンガで
す。おっぱい離れができない息子のために、自分のおっぱ
いにゴルゴ１３を書くエピソードなどなど、腹の底から笑
えます。このマンガは育児に役に立つ情報を提供している
わけではありません。育児の理想と現実の狭間で悩んで
いる著者の実経験を読むことで、育児の辛さが笑いに変わ
ります。子育ては100%である必要はないことをあらためて
知らしめてくれる良書です。あっと言う間に過ぎ去っていく
こどもたちの幼い時期と面白いエピソードを見逃さずにい
たいと、再認識させてくれますよ。
この「ママはテンパリスト」で、著者の息子が言うことを
聞かないので、
「鬼が来る」と怖がらせて言うことを聞かせ
るシーンがあるのですが、我が家も息子たちがまだ幼かっ
た時のイヤイヤ期に、
『鬼から電話』というアプリにはよ
くお世話になりました。電話越しに鬼がこどもたちを叱っ
てくれるアプリです。まあ効果は絶大でした。鬼から電話
があって、言うことを聞かなかった日はありません(笑)。で
も、小児の精神発達にどのような影響が出るかは当方わ
かりかねます。ご利用は自己責任でお願いいたします。一
応、うちの息子たちはあれだけ鬼に叱られたにも関わら
ず、健やかに育っています。

そうそう、今、書いていて思い出したのですが、私は幼い
頃に悪いことをしたら、両親に雪の降り積もる庭に放り投
げられて(文字通り、空中に投げられて、雪の上に着地した
記憶が未だにあります）、窓を閉められて、凍える冬の中、
泣くまで外で反省させられたのでした。弟も投げられたは
ずです。なつかしい。もちろん、そんな子育てが良いとは言
いません。でも、私の両親は私と弟のために、当時の我が
家なりの「安全基地」を懸命になって模索して作ってくれ
ていたことは理解できる年齢になりました。心から感謝し
ています。その年老いた両親にコロナで会いに行けないの
が残念です。
このイヤイヤ期は意外と限られており、だいたいは3歳
のうちには治まることが多いです。だから、今の愛おしい
時期をぜひ大事にして、貴重な思い出をたくさん育んで下
さいね。日米の小児科、医療、育児関連のどんなささいな
質問や疑問も紙面でお答えします。質問をぜひ下記のよう
にメールで送ってください。ではみなさん、また来月に紙
面でお会いしましょう。

Dr. Kへの育児に関する質問はこちらまで ◆

Email 宛先： jncfaceoff@aol.com
メール件名： 「Dr.K 相談室」

メール本文： お名前と質問したい内容をご記入ください。質問が採用され
た当選者は紙面で質問と一緒にお名前を発表します。匿名希望の方は「匿

名希望」
「イニシャル」
「ペンネーム」のいずれかを記入してください。採用
された方には、アマゾンのeGift Cardをメールでプレゼントいたします。
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CLASSIFIED ADS.
サービス

求人

クラス・稽古

■ 社員募集

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

募集支店： ヤマト運輸デトロイト店
業務内容： 引越現場スタッフ
（リロケーションコーディネーター）
募集条件： 米国就労ビザお持ちの方
（永住権、市民権、OPT等）
経験は問いません。
保険、401Ｋ制度、有給休暇等有り
応募先 ： 望月まで
電話番号 （７３４）９４１－３２４０
ファックス（７３４）９４１－８８４８

ミシガン州運転 免許取得時に提出が必 要な
日本の運転免許証や戸籍の英訳を２日以内に
致します。詳しくは、まりこ又はスーまで日本
語でお問い合わせ下さい。リンガ・サイエンス
または (734) 930-1553

www.linguascience.com/ja/licenses

あなたも日本の伝統的武道の世界を体験しま
せんか？日本の中学校では体育の授業で武道
が必修となります。無料体験入門もできます
ので、お気軽にお問い合わせください。
E-mail：detroitkendodojo@gmail.com
		

.................................................................................

............................................................................................

smochizuki@yamatoamerica.com
.......................................................................
■ Clawson の日本食レストラン
ホスト・キャッシャー募集
新規開店の日本食SOZAIでホスト、キャッシャー
を探しています。夕方４時から10時位のシフト
になります。連絡はハジメまで。
(248) 677-3232
bancho@sozairestaurant.com

............................................................................................

Eメール:

jhan@farmersagent.com

担 当：国／算・数／英（英検・TOEFL）
勤務日：平日または土曜（応相談）
待 遇：当社規定による
その他：経験豊富な教師のサポートあり
連絡先：michi-info@sundai-kaigai.jp
............................................................................................

同好会（コーラス・ブリッジ）や乳幼児サーク
ル、日本文化紹介ボランティア活動等に参加
して、ミシガン生活を充実させましょう！

ht tp://w w w.jsdwomensclub.org/

.................................................................................
■ ミシガン滋賀県人会会員募集
滋賀県出身の方、滋賀県にゆかりのある方、
懐かしい地元のことを話に集まりませんか。
滋賀弁が話せない人も大歓迎です。
●問い合わせ：
............................................................................................
■ デトロイト岐阜県人会会員募集
岐阜県に関する情報のメール配信、会員が集
まる食事会の開催などを行っています。岐阜
県出身の方や岐阜県にゆかりのある方、一緒
にふるさと談義をしましょう。
● 問い合わせ先
gifu@ujeec.org 248-346-3818

クラシファイド広告
募集 中！

.........................................................................................

Happy, Healthy
New Year 2022!

■ 先生を募集しています！ 駿台ミシガン

■ JSDウィメンズクラブ会員募集

shigavisitingofficial@michiganshiga.org

■ 信頼できる保険、ファーマース保険
車、家、ビジネス、生命保険のエージェント。
ベストを尽くすエージェントのジョアンにお
気軽にご相談下さい。お問合わせ : TEL 248758-8031・担当者 : Joann Han(ジョアン ハン)

団体・グループ

プロビデンス産婦人科

日本語での診療介助有り

Providence OB/GYN http://stjohndo ctors.org/providenceobg yn
サービス内容 ・婦人科一般検診(保険適用)・マンモグラフィー

・妊娠出産のケア・母親学級及び状報交換会
・2016年より、産後の新生児育児サポートクラス
及び母乳専門看護師による母乳サポートクラス開始
電話番号： 248-465-4508（日本語専用） 248-465-4040（英語）
email: ProvidenceOBGYNJapanese@stjohn.org
26850 Providence Parkway, Suite 425

いつもジャパンニュース倶楽部を
お手に取っていただきありがとう
ございます

新しい一年を迎えましたが
引き続きコミュニティのための
情報共有の場として弊誌をご利用
いただけましたら幸いです

本年が皆さまにとって幸多き年と
なりますようお祈りいたします

本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます

令和四年 一月

ジャパンニュース倶楽部

クラシファイド広告の掲載について

For information about placing a free or business classified ad
on Japan News Club, please contact by phone or email.
□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークルなどの広告は本文４行８０字
まで無料。
・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。
□ 有料クラシファイド広告 １回／＄１５
・商業目的の広告は本文５行１００文字まで。
・５行を超える場合は１行につき３ドルを加算。
□ 広告内容
・タイトルは日本語１８文字まで。
・半角英数字は日本語１文字幅に約２文字。
・句読点、カッコ、特殊文字は１文字。
□ カテゴリー
・ 仲間募集（同好会、同窓会など）
・ 個人売買（車、家具など）
・ お知らせ（イベント、集会の案内など）
・ 求人（人材、社員募集など）
・ 不動産（売家、賃貸など）
・ その他（各種クラス、営業サービスなど）

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５
□ お申し込み・お支払い方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
ご住所、掲載期間、広告内容を記載して
下記Eメールまでお申し込みください。

japannewsclub
@pntrpress.com
＜件名：クラシファイド＞

・１週間以内に、クレジットカードでのお支払
方法とともにご返信するので支払いの完了
確認後、翌月以降の掲載となります。
□ 締切
・掲載希望号の前月２５日までにEメールにて
２５日までにEメールにて
お申込をお願いします。

Novi, MI 48374
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ブリューワリー

Cap’N’ Cork

クラフトし続けるーホームブリューサプライとTap Room
コロナ禍の中迎えた２回目の新年。私

「みんな籠っていたコロナ禍の最中に

文＆写真

また、ここで作られるビールのキットは

たちの生活が一変してから２年間が経っ

比べるとホームブリュー品の売り上げは

サプライストアーでも販売している。ホー

タップ・ルームを再び訪れてみた。

でもさまざまなイベントを予定している。

と思う人も多いだろう。タップルームで飲

た。コロナが広まり始めた当時訪れた

下がったね」とAndyは言っていた。それ

ミシガン州には数多くのブリューワ

伝統的なコロンビア料理のempanadas

店もこのメトロデトロイト地域にいくつか

4-8時に。Turn overと呼ばれる料理の一

Townshipにある。ここではビールやワ

お好みの具が入れ、トウモロコシを挽い

る。ホームブリューの趣味を発展させてブ

Treats（https://rositastreats.com/）から

N’ CorkのAndyはイリノイ州にあるSiebel

る。１月からのホームブリューやワイン醸

を学んだ。150年の歴史があるこの学校

間）もまた始まる。そのような地道な醸造

リーがあるが、ホームブリューサプライ

とビールのペアリングを毎週 月曜日の

ある。Cap’N’ Corkは東方面のMacomb

種で、中に肉や魚、羊肉、キムチなど（！）

インの醸 造キットや用具を販売してい

た粉で外側を揚げるもの。地元のRositas

リューワリーを開業する人が多いが、Cap’

来るシェフがフライをその場で作ってくれ

Institute of Technologyでビールの醸造

造のノウハウクラス（＄25/person. 1.5時

は化学ラボから発展した専門的な職業学

技術の伝達への挑戦は続く。

ムブリューをするのは少々敷居が高くて、

めるビールは16ozの缶に詰めてもらえる

ので、気に入ったものは自宅に持ち帰り

もできる。レシピのビールがどのようにな

るか、を確かめる目的もあるタップルー
ムだからアルコール度も決して高くない。
やはり感じたのが、スーパーなどで手に
入れることができる缶入りのミシガンの

ブリューワリーのビールよりも格段に風

味や素材が生かされているということ
だ。特にWest Coast IPAは現在人気の種

類でCentennial、Cascadeホップなどを

使うものが多いが、Cap’N’ CorkのArea51
（American IPA, ABV

校。そこで学んだ技術とミシガン州内のブ

7.0%）はじっくりとその

リューワリーに勤めた経験は確かだ。

ホップの風味がにじみ出

てくる、という表現がふさ

わしいほど素朴で、しか
し醸造とは本来このよう
な風味を引き出すものだ
と感じてしまう。

Area 51

（上）Area51のキット、$５０
（下）サプライ店内奥にTap Roomがある

店のニックネーム（Above
ground basement)

•29年の豊富な経験、ご家族とお子様の為の歯科医院
• 日本人スタッフが対応します。
In-Network対応

• 顎関節症と頭痛解消、美容ボトックス治療
• インプラント治療/歯科矯正/歯茎再生治療

N

9 Mile Rd,

Novi Rd.

10 Mile RD.

Taft Rd.

Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

10 Mile Rdと9 Mile Rdの間、
Novi Rd西側 Heritage Park内

「Oktoberfest、Easterと、それぞれにブ
リューワリーはイベントをするけれど、そ

れは他のブリューワリーに任せて、うちは

２月５日のGroundhog Dayにイベントを
行う。今作っているのはその時にリリース

するビール」。黙々と準備に取り掛かる。
イベントの成功を祈る！

Cap N Cork Homebrew Supply
https://capncorkbrewing.com/
https://www.facebook.com/capncorkbrewing
（イベント情報はこちら）

新年あけましておめでとうございます！！！今年もよろしくお願い申し上げます。

Stephen J. Jarvie, DDS

23595 Novi Road, Suite 110
Novi, MI 48375
(248) 449-8000
日本語ライン(248)513-4754

（上）モルツをかき出し、２月のイベントビールの
準備。(下）毎週中身が異なるempanadas

Standard Golf

イーストブルック歯科医院

• ほとんどの歯科保険

by ヤマトノオロチ

診療時間:
月9-5
火 10 - 7
水9-2
木8-5
金8-1
土 8:30 - 1

2020年、2021年は皆様我々にとって異色な世界でした。厳しかった、楽しかったという

方々それぞれ違うと思いますが、間違いなく新しい何かを始められた年だったと思いま

す。僕にとってはオンラインでのゴルフレッスン、ゴルフに関する情報発信などと遠く離れ
ていても出来る手段を発見できました。逆境の中自分の出来る事を見つけ出せるのは不
幸中の幸いだと思い、今年も精進していきたいと思いますので宜しくお願いいたします。

皆さんにとって去年の嬉しかったことや楽しかったことはなんでしょうか？過去の良

かった事を未来に再現できるかは自分の行い次第と思っております。それが自分の幸せ
なのか、自分以外の幸せで幸せを感じるのか。僕にとって境目はございません。去年は

M1の錦鯉優勝で2021年を僕にとってさらに良いものにしてくれました。久しぶりに感無

量でした。錦鯉渡辺は（日本に帰国した時の）唯一（笑）小学校から高校までの同級生。
小学校の時は足がめっちゃ早くて、勝負に負けたらめっちゃ怒る。渡辺の部屋で初めて

キン肉マンを知りずっと読んでいた。中学の時は同じ野球部で、同じポジション。全然練

習に出てこないのに、中三の最後の大会で現れ（といっても僕も中三で転校したばかり
だったが）、監督が僕の最終打席を渡辺に代打。僕はその時３打数３安打なのに！？渡

辺は期待通り出塁して２塁まで進んだ。試合は１点差で負けていて、一発長打が出れば
望みがでる。その時相手チームがタイム。タイム終了直後、審判が“アウトォ！ゲームセッ
ト！”みんなが何が起こったのかわからない。だが僕は見ていた......渡辺がベースから離れ

ていて爪のお手入れをしていた。タイム終了直後に相手チームのセカンドからタッチアウ
ト。状況を知らされたチームメイトの3年生ほとんどが泣いたり怒ったり。でも僕はみん
なにバレないように大笑いしていたのを記憶している（笑）だって、3年最後の大会で一
発逆転の場面で爪の手入れする！？ わっさんこれからも頑張れ！

<プロフィール＞ 長倉力也
アメリカ中西部を中心にゴルフレッスンを提供。Mastersを始めPGA Tour,
LPGA Tourなどの世界トップの試合を年に数十ラウンドを視察し、これらツ
アーの最前線でツアープロのスイングを生で分析しレッスンに取り込むのが
特徴的。Standard Golf Club創設5年で約1,500名をレッスン。世界最大 PGA
Merchandise Show にも毎年参加。新商品ゴルフグッズを一早く研究する。
Instagram: rikiyapga お問い合わせはインスタDMから

コービー・ラーニング・グループ
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“New Year・New Start Campaign“
ニューイヤー・ニュースタート・キャンペーン

Community Information

Koby Learning Group では 1 月度キャンペーンとして

学生のみなさん、“OK2Say”プログラムご存じですか？

新規入学の方には入学金 40 ドルを免除致します！！

新年の抱負を英語力の向上とする皆様どうぞこの機会を活用ください！

コービー・ラーニング・グループ
New Year・New Start Campaign‼

クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約お待ちしております。

学生のみなさんが学校などで、身の危険を感じる出来事が起こった
場合や、犯罪に関わるようなことを見たり、聞いたりした場合、
その出来事“Tip”を以下に報告することで、包括的に然るべき各機関へ情報が共有され早急
に学校代表や法的機関、精神保健関連機関などに対応してもらえるという
コミュニケーションプログラムです。報告する側の身元は、希望しないかぎり守られます。

ニューイヤー・ニュースタート・キャンペーン

Koby Learning Groupでは2022年1月度キャンペーンとして
新規入学の方には入学金40ドルを免除致します！！

新年の抱負を英語力の向上とする皆様どうぞこの機会を活用ください！
クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約お待ちしております。

Koby Learning Group

24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375
Phone: (248)513-4635, E-mail: info@kobylearn.com
www.kobylearn.com

Events

仕返しが怖くて言えない、間違っていたらどうしよう？
『OK2SAY 。
（“Okay to say”. 言ってもいいんだよ）』
黙っていた方が安全、言っておおごとにしたくない、と思いがちでも
このような状況を報告する安全な場所が
下記のとおりに存在します。
特別に教育を受けたプログラムテクニシャンが
正しく応対してくれます。

2022

コロナ感染拡大による主催者側の規制を確認の上安全にお楽しみください。

MI ◆

学生のみなさん達を守るためのプログラムを
ミシガン州が用意しているのをご存じですか。

USシークレットサービスのリサーチによると※
81%の米国の学校内暴力事件では、なんらかの形で前兆に気づいていた者が
いたにもかかわらず、報告できずに事件に至ってしまっている
ことがわかっています。
このような「沈黙の習慣」を取り払うことで、
学生を守ることを目的とされているプログラムです。

Disney's Lion King
January 27 - February 20, 2022

@ Detroit Opera House

https://www.broadwayindetroit.com/

MI ◆

Zehnders Snowfest in Frankenmuth
January 26-31, 2022,

氷の彫刻コンペ、花火、子どもたちのエンターテイメントエリア

MI ◆ JBSD デトロイト日本商工会 新年会イベント
バーチャルコンサート 八神純子SHOW
Sunday, January 30

https://jbsd.org

1pm-2:30pm

参加資格：JBSD法人会員社員・

https://www.michigan.gov/ok2say/0,5413,7-366-86296---,00.html
①電話 ②携帯のテキストメッセージ ③Eメール ④OK2SAY website より
Tipの提出が可能です（学生向け）

TelephoneCall:

8-555-OK2SAY (855-565-2729)
Text Message
Text:

個人会員とそのゲスト
（1／26締め切り）
お楽しみ：抽選によるギフト券があたります

652729 (OK2SAY)

参加費： 無料（1000名定員）
問合せ： JBSDウェブサイトhttps://jbsd.org/
申込み締切り：1月26日
（水）

MI ◆

Email:

OK2SAY@mi.gov
Mobile Phone

Cranbrook Center for Collections and Research
History of American Architecture:
Eero Saarinen and his Circle

米国現代建築の巨匠 エーロ・サーリネンの建築・作品を取り上げるバーチャルセミナー
「米国建築の歴史」
シリーズ
（計５回）
Mondays, January 31 - February 28, 2022（月曜の全５回シリーズ）
・11:00am - 12:15pm EST
・ 7:00pm - 8:15pm EST

Download App for:
iPhone / Android
					

出典：※https://www.michigan.gov/ok2say (1/1/2022)

Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆
日本人のお客様が多く、日本の
カタログ・雑誌よりヘアスタイル
をオーダーできます。

[営業時間]

$75 for Adults （全５回シリーズ）
事前申込み要：下記クランブルックセンターウェブサイトより

https://center.cranbrook.edu/events/lectures/history-americanarchitecture-eero-saarinen-and-his-circle
講師： Kevin Adkisson (クランブルックセンター学芸員)
WEEK ONE:
MAKING EERO SAARINEN
Kleinhans Music Hall
Buffalo, New York, 1938-1940

WEEK FOUR:
SCULPTURE, STRUCTURE, AND STYLE
Trans World Airlines Terminal
New York, New York, 1956-1962

WEEK TWO:
THE NEW AMERICAN CAMPUS
General Motors Technical Center
Warren, Michigan, 1948-1956

WEEK FIVE:
EERO SAARINEN ASSOCIATES AFTER EERO
CBS Building
New York, New York, 1960-1965

WEEK THREE:
HOME AS LIVING ART
Miller House
Columbus, Indiana, 1953-1957

月曜～土曜 9:00am ~ 6:00pm

ご予約はノエル・ラング（Noel Leung）
まで、
ご希望日時、
メニューを簡単な英文で結構ですので、 [住所] 105 Legato Dr.
Walled Lake, MI 48390
Eメールまたはテキストで、ご連絡ください。

Noel@jasmine-salon.com
テキストメール: 248-719-0236

JasmineHairSalon.com
(料金をご覧いただけます)
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ノバイ ファミリー歯科医院

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

BRIAN H. ANDRESS D.D.S.
DANIEL J. HAMMAKER D.D.S., M.S.
KEN R. MARRIOTT D.D.S., F.I.C.O.I.
SHANNON L.YOUNG D.D.S.

Novi
DENTISTS

不動産に関することなら

メイ・ウェイ（Mei Wei）Associate Broker
20年間の日本での業務経験を活かし、皆様のお役に立ちたいと願っております。

いつでもお気軽に日本語でご連絡下さい。
32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025
Real Estate Services

ダウンタウンFranklin Village
13 mile Rd.と14 mile Rd.の間

TEL: 248-626-8700
FAX: 248-626-4572

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com
ドクターと日本 人スタッフ

大人と子どものための家庭歯科医

シェフのお任せ料理をカウンターでくつろいでお楽しみ下さい。
ご予約はお電話で
call for reservations (248) 677-3232
PROUDLY SERVING SUSTAINABLE SUSHI
sozairestaurant.com

●

10 Mile Rd.

Grand

96

696

River A
ve.

★

Haggerty Rd.

寿司 ・ 割烹料理
豊富な日本酒も用意しております！

●

Bashian

Metro Detroit に新規開店！

Meadowbrook Rd.

●

JAPANESE AND BEYOND

経 験 豊 富なドクターが診療に当たります。
フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が
予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。
専門医へは通訳を派遣いたします。
日本語でお気軽にご相談ください。

Novi Rd.

●

275

8 Mile Rd.

月～ 木
金
土

受付時間

8a m ~ 8p m
8a m ~ 5 p m
8a m ~ 1 p m

（夏期 8am-12pm)

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375
日本語ライン (248) 471-3321
(248)
(248)442-0400
442-0400

w w w.n o v i d e n t i s t s .c o m

現在ホスト、
キャッシャーも募集しております

日本のクリニックにいるような安心感をご提供します
• 日本人のカイロプラクターが日本語で対応致します
• 首や腰を左右にひねって鳴らすような施術は行いません
• 上部頸椎テクニックでは乳児からシニアまで施術を
受けていただくことが可能です
• 原因不明と言われた方、根本から改善したい方、
ご相談ください

LAZAR SPINAL CARE, PC.
レザースパイナル ケア
カイロプラクティック
203 S.Zeeb Rd Suite 106 Ann Arbor MI 48103

www.lazarspinalcare.com

当院は予約制となります。

734-821-8635 (日本語ライン) または
drkato@lazarspinalcare.com

にてご予約をお取りください。24 時間以内に日本語でご返信

します。

Dr. Mariko Kato D.C. / 加藤 真理子 D.C.

＜診療時間＞

月 水 木: 9:00-18:00
|
金 土: 9:00-12:00
火 日: 休診

