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今月の Japan News Club
02・・・ レシピつづき
04・・・ 喧喧諤諤
06・・・ 日本の歴史を振り返るシリーズ
09・・・ ゴルフノスゝ メ /言葉の架け橋
10・・・ 帰国生大学入試受験対策

1.	 焼き始める30分前にお肉を出
して室温に戻しておく。

2.	 塩こしょうをお肉全体に十分振
りかける。

3.	 フライパンを中強火でよく熱し
てオリーブオイルをひく。

4.	 片面3分いい色がつくまで焼く。
5.	 裏返してから2分焼く。バターと	

おうちにあるフライパンで簡単にレストランで食べるようなステーキを焼いてみましょう。ポイントはフライ
パンをよく熱すること。そして、一度フライパンに置いたお肉はひっくり返すまで触らないこと。切る前にしっ
かり休ませることで肉汁がお肉の中にとどまりジューシーに仕上がります。

＜作り方＞

リブアイ ステーキ
Recipe 1.

＜材料＞  4人用のレシピ
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リブアイステーキ	
	　　(厚さ約2.5cm、380g
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ハーブを投入し、溶けたバター
をお肉にかけながらもう1分焼
く。（お肉の厚さによって焼く時
間を調整してください。2.5cmよ
り薄いものは30秒ほど短めで）
この焼き方で大体ミディアムの
焼き具合になります。

6.	 まな板の上で10分間お肉を休	
ませ、スライスして盛り付ける。

簡単ソースを添えてPan Seared Rib Eye Steak

11・・・ StandardGolf  
　　　  アメリカ生活の豆知識
12・・・ Dr.Kのミシガン育児相談室
13・・・ クラシファイド広告
14・・・ ブリューワリー
15・・・ コミュニティインフォメーション 

Happy Holidays! Happy Holidays! 

Dinner Recipes 2022Dinner Recipes 2022

〜 年末ホリデーディナーレシピ 2022  〜 〜 年末ホリデーディナーレシピ 2022  〜 〜 年末ホリデーディナーレシピ 2022  〜 

▶︎ ブラウンバターソース
　フランパンに残った溶けた
    バターにレモン汁を加えたもの。

牛肉のグレードについて
ステーキ肉などを買うときに見かけるPrimeやChoiceなどのマーク。これは、USDA
（米国農務省）が定めた牛肉のグレードを示すものです。霜降りが多くジューシーで
柔らかいものがPrimeでその分値段が高くなります。霜降りや柔らかさを適度に残し
コストパフォーマンスが高いのがChoice。赤身が多くヘルシーに食べられお買い得な
のがSelectで、柔らかさを出すために事前にマリネなどするとより美味しく召し上がれ
ます。好みに合わせて、また普段使いか、パーティー用なのかと用途によって使い分け
ると良いかもしれません。

▶︎ ホースラディッシュソース
水気を切ったホースラディッシュとサワー 
クリームを同割で混ぜたもの。

今年も一年お疲れさまでした。食卓華やぐこちらのホリデーディナーレシピ、ミシガンでご活躍中のシェフみのさんにご紹介いただきました。
来るホリデーシーズン、ご家族やお友だちとのディナーにぜひご活用ください。Happy Holidays!!!
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２個	
120g
20g
24個
10枚

12ピース

大さじ３
小さじ1/2
　小さじ１
大さじ1.5
　適量
適量

バターと生クリームをふんだんに使ったリッチな味わいのマッシュドポテトです。よくホイップすることでふわ
ふわで軽やかな口当たりになります。レストランで食べるような本格的なマッシュドポテトにぜひ挑戦を。

＜作り方＞ 

1.	 皮を剥き四等分にし
てポテトを茹でる。

2.	 生クリーム、バター、
潰したニンニク、	

＜材料＞ 4人から6人用のレシピ

アイダホ	または	ルセットポテト
				・・・・

バター
ニンニク
タイム　
生クリーム
塩（コーシャーソルト）
こしょう

２パウンド（約900g）
大さじ６
３片
３本

１カップ
小さじ１
適量

	
・・・・・・

								・・・・・・	
・・・・・・
・・・

・・・・・

																			

・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・
														・・・
	・・・・・・・

中がクリーミーにとろけるブラッタチーズ。ローストすることで甘みが増すグレープと一緒にいただきます。 
甘酸っぱさに濃厚なチーズがよく合います。

＜作り方＞ 

1.	 ドレッシングを作る。バルサミコ酢、
マスタード、ハチミツ、塩こしょうを混
ぜ、少しずつオリーブオイルを入れる。

2.	 ナッツをトースターかオーブンまたは

＜材料＞ 4人から6人用のレシピ

ブラッタチーズ　
サラダミックス　
赤玉ねぎ　
グレープ	
バジル　
お好みのナッツ（くるみ）

ドレッシング

バルサミコ酢
ディジョンマスタード　
ハチミツ
オリーブオイル　
塩（コーシャーソルト）
こしょう　
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Burrata Cheese SaladCreamy Mashed Potatoes

ふわふわクリーミー マッシュド ポテト ブラッタチーズのサラダ
Recipe 2. Recipe 3.

ポテトライサーがあれば
よりスムーズなマッシュ
ドポテトが出来上がりま
す。スタンドミキサーがあ
る方はホイップするとき

に是非使ってみて 
ください。

タイムを別の小さな鍋に入れ、バターが	
溶けるまで火を入れる。

3.	 ポテトが串がさっと入る柔ら
かさになったらザルにあげ
て、茹でていた鍋に戻す。

4.	 弱火で水分を飛ばす。
5.	 ポテトマッシャー、または、
フォークでポテトをよく潰す。

6.	 	2.	の温かいクリームミックス
をポテトに入れる。（ニンニク
とタイムは取り除く）

7.	 マッシャーか泡立て器で
良くかき混ぜる。

8.	 塩こしょうで味付けをする。

フライパンで炒っておく。
3.	 グレープは塩こしょうを
してオリーブオイルでコー
ティングしてから425℉の
オーブンで15分ベイクする。

4. 盛り付ける。サラダミック
スをお皿いっぱいに広げ、
バジル、赤玉ねぎ、グレー
プ、ナッツを周りに散らす。
真ん中にブラッタチーズ
を乗せてドレッシングを
かける。

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

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。

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。

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
● 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

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。

www.riveroakswest.com

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870
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シーフード（スモークトラウト、えび、
　その他の燻製の魚など）
玉ねぎ	
にんじん	
セロリ	
ニンニク　
コーン　
ポテト　
パセリ　
ディル　
タイム　
ベイリーフ　
レモン
白ワイン　
無塩バター
小麦粉　
チキンストック

生クリーム	
塩（コーシャーソルト）
こしょう

280g
１カップ
1/2カップ
1/2カップ
　小さじ１
　１カップ
　１カップ
　小さじ１
　小さじ１
　小さじ１
　１枚

　大さじ１
　大さじ２
　大さじ４
　大さじ４

1クォート(1	qt	=	946ml)
１カップ
小さじ１
　適量

ミシガンでは湖の魚（Trout, Whitefish, Salmon)を燻製したものを気軽にスーパーやファーマーズマーケット
で買うことができます。そのまま食べたりディップにするのも良いですが、今回はチャウダーに入れてみましょ
う。スモーキーな味わいがアクセントになり美味しいスープになります。

は調理して切っておく※。
2. お鍋にバターを溶かし、玉ねぎ、にん
じん、セロリ、ニンニクを炒める。

3. 野菜が柔らかくなったら小麦粉を入
れて3分ぐらい炒めてルーを作る。

4.	 白ワインを入れて蒸発したら、チキン
ストックを入れ、ルーが溶けるまで

＜作り方＞ 

1.	 シーフードに今回
はMI産スモーク
トラウトを使用。
トラウトの身をほ
ぐしておく。えび

レシピ提供：　斉木 美乃（さいき みの） 
シェフ

東京都出身　大学卒業後フランスに渡る。
そこで豊かな食文化に魅せられ食の世界で
のキャリアに進むことを決意。東京でワイン
と食材の輸入会社に勤務、その後結婚を機
に渡米。ミシガン州の料理学校を卒業後、デ
トロイトアスレチッククラブ、プラムマーケット
などでシェフとして勤務したのち、現在は個
人で活動を続ける。

＜材料＞ 4人から6人用のレシピ

Fishtown Seafood Chowder

シーフードチャウダー
Recipe 4.

よく混ぜる。
5. コーン、ポテト、ベイリーフを入れてポテトが柔らかくなるまで茹でる。
6. 最後に、生クリームと刻んだハーブ類、シーフードを入れ、レモン汁、
塩こしょうで味を整える。

※ 殻付きの海老を使用する場合、
剥いた後の殻を使って出汁を取ってみましょう。 

（殻を炒め、白ワインを入れて蒸発させてからチキンス
トックを入れます。そこにベイリーフを入れ20分ほど火に

かけます）その出汁で作ったスープは 
より味わい深くなります。
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  子供のための ESL&大人のための英会話 
 

ホリデープレゼントキャンペーン(12/1-12/19の期間抽選で当たります!)

  24055 Meadowbrook Rd. Novi, MI 48375  
  Kobylearn.com   /  info@kobylearn.com 

                                         248-513-4635

“Come
on in!”

Christina

 Too cold to go outside?! It’s time for English! 

Koby Learning Group

●小・中学生のための伝統的な ESL/アカデミック ESL/英文法
●高校生のための ESL/TOEIC/TOEFL ●ビジネスマンのためのビジネス英会話
●大人のための生活英語、英文法、TOEIC ●個人指導:英会話・英検・現地校の教科等
  

TOEIC公式テストセンター・ヤマト便 荷物お預かり・Wifi とWillfon-K レンタル 

写真：Leo Saiki　イラスト：Canva 

      インスタグラム：　https://www.instagram.com/mino.y/　

<注意事項>
塩について

アメリカのほとんどのレストランの厨房で使用され、私も家で日常的に使っているのがコー
シャーソルトです。普通の食卓塩(iodized salt)に比べて粗い粒ですが溶けやすく塩分が少な
いこと、添加物が入っていないことが特徴です。ここにあるレシピは全てコーシャーソルトが
使われているので、食卓塩を使う場合少なめにしてみてください。

カップ表示について
アメリカの計量カップは日本のカップと量が違います。（本レシピは、アメリカのカップを使用）

アメリカ（約235ml） /    日本（200ml）
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２０２２年（令和４年）寅年の終わりに
喧喧諤諤
 “ケンケンガクガク”（第238回）

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

　師走に入り今年も残すところひと月を切りました。先月末のサンクスギビング週末が
過ぎて、街角や店舗の賑やかな飾り付け、イルミネーションがあちこちに見受けられ、ク
リスマスソングが流れて一気にホリデー気分が増している読者の方も多いと思います。

　本紙新春1月号に今年年男の私の年頭所感として、「欲張らずに一つでも二つでも何
かお役に立てれば」と書きましたが、欲張らなかったせいか現時点まで大した事はや
れていません。強いて言えば、スケールは小さいですが二つありました。一つは、７月に
知人の紹介で依頼された日系企業米国事務所の至急求人案件で、クライアントの希
望要件、給与・待遇条件ではマッチングする候補者探し、紹介はかなり難度が高いと
予想し当初はやはり苦戦していましたが、運良く以前から面識のあった方に８月初旬に
連絡を取ったところ、その時点で定職のないご自分の状況からピーク時の給与待遇よ
り低くても構わないので紹介して欲しいとのことで、推薦文に気を遣いながら早速クラ
イアントにご紹介したところ、盆休み前の１次及び２次（最終）WEB面接後に採用内
定、休み明け直後に正式オファーレター合意とトントン拍子に話が進み、９月のLabor 
Day明けから正式勤務開始となってクライアントに大変喜ばれ感謝されたこと。

　もう一つは、夏の間アウトドアでの週末テニスでなかなか決まった時間にプレー 
できず運動不足で欲求不満が溜まっていましたが、ちょっと時間が空いた時にフラッ
と自宅近くのハイスクールのコートに出掛け、サーブと壁打ちでも体を動かせればOK
と思っていたのですが、たまたまやはり一人でサーブ練習している人が居たり、親子連
れ３人が練習していて小さな弟が相手をしてもらえず手持ち無沙汰で退屈して居たり
で、面識はなかったものの声がけしたところ一緒にプレーしようということになり、良い
運動になったと同時に相手にも感謝されことです。他人のためと言うより自分のためで
したが、結果的に相手にも喜ばれ「終わり良ければ全て良し。」でした。

前書きはこのくらいにして本題に移ります。

今回の本題は「２０２２年（令和４年）寅年の終わりに」です。

　ホリデーシーズンに向かって日本も米国も国内問題を抱えながら、国際的な問題に
も同時に対応していかなければならない難しい状況が続いています。今年の総括、締
めくくりにはまだ数週間あり、またいつ、どこで予想外の事態が起こるかもしれません
が、現時点で気になることを書き留めてみます。

　先ず、初めに私事で恐縮ですが、１０月末に東京の姉が亡くなりました。

　私の唯一の実姉で年が１１離れており高齢ではありましたが、ごくたまにしか会えな
くてもいつも明るく元気で私より長生きすると思っていたので、突然の訃報に大変驚
き、直ぐには信じられませんでした。内輪だけの葬儀も済んだ１１月６日に姪の一人か
ら連絡をもらいましたが、故人の強い希望で持病があったこと、６年近く前に入院治療
していたことも兄弟、姉妹にも伏せていたため、日本在住の親戚一同も姉の家族以外
は誰も知らず同様に驚いていました。甥（姉の実の息子）にお悔やみメールを送ったと
ころ返事が来て、内緒にしていた詫びと共に姉の最後の様子を書いてきましたが、８月
下旬から体調が悪化して入院し、緩和療法をしていたようですが、（恐らく死期が近い
ことを自覚した）姉が希望して９月２１日から自宅療養に切り替えたそうです。亡くなっ
たその日も姉と会って言葉を交わした後一旦帰宅した1時間後に義兄（甥の父親）から
連絡があり直ぐに駆けつけた時には既に息を引き取っていて彼も信じられなかったそ
うです。その最後の日まで姉は自分で食事を摂り、自分の足で歩いて時間をかけても
用足しに行き決して人に迷惑をかけないようにしていたと聞いて涙が止まりませんでし
た。甥も「本当に強い人でした。」と書いていました。（合掌）

　本紙５月・６月号で寄稿しましたように長年公衆浴場を営んでいた東京の生家が閉
業するにあたって、４月初めに急遽一時帰国した際にも久しぶりに兄弟・姉妹が一堂に
会して食事と談話を楽しんだ時も病気持ちとは微塵も感じさせない立ち振る舞いでし

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

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

                              フォーク　まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (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

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

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                   ）

■ 家庭医学 ・一般診療
（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■ 人間ドック健康診断
■ 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
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

Japanese Family
 Health Program 

www.med.umich.edu/jfhp/

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
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

日日本本語語をを話話すす医医師師のの診診察察をを受受けけらられれまますす。。
日日本本語語をを話話すす看看護護師師にに相相談談ががででききまますす。。
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執筆者紹介執筆者紹介：Premia Partners, LLC(プレミア・パートナーズ・エルエルシー) パートナー。 
主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学経
済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長室、
総合 開 発室、米 国ニューヨークの子 会社、経営企 画 室、製 品開 発 部 、海 外 事 業 室、 
デトロイトの北米事業統括会社、中西部の合弁会社、WIN Advisory Group, Inc.勤務
を経て現在に至る。外国企業との合弁契約、技術導入・援助契約、海外現地法人設立・ 
立ち上げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。

住宅探しのスペシャリスト

* 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

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。

Cell:  248-767-1343 
zen.chen@remax.net

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!

Zen Chen 
(ゼン チェン)

  Relocation Specialist電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

月～土：  10am - 8pm
日：        11am - 7：30pm

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

月～土：  10am - 8pm
日：        11am - 7：30pm

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

たので、余計に信じられませんでした。今思い返すと私たちに心配をかけないように、 
折角の再会の楽しい場の雰囲気を壊さぬようにとの姉の優しい気遣いだったと思いま
す。まさかそれが最後の面会になるとは思いもしませんでしたが、今更ながら理由はとも
かく急遽一時帰国して皆と一緒に姉にも会っておいて本当に良かったと思います。

　私の直ぐ上の兄と私は父が第二次世界大戦時の東南アジア出兵でフィリピン戦線か
ら復員した後に生まれたため長兄とは１４、姉とは１１も年が離れていましたし、男女
の性差もあって小さい時から一緒に遊んだ記憶はないのですが、私が小学生の頃に
は既に女高生で江戸川と荒川放水路という南北に並行して流れる２本の川を跨ぐ小松
川大橋・小橋の連続する橋を毎日歩いて渡り、いわゆる川向こうの高校に通っていまし
た。橋は川面からの高さが数十メートルあり、雨の日や風が強い日は大変だったと思い
ますが、１日も休んだことはなかったようです。高校では学業のかたわら女子に人気の
バレーボールをクラブ活動として選び、私は一度もプレーする姿を見る機会がなかった
のですが、体は小さいのにいつも元気一杯で我々兄弟は『豆タンク』とアダ名していま
した。家に帰るといつの間にか宿題を済ませて、家業に忙しい母をサポートして台所や
掃除、洗濯、買い物など家事を手伝っていた記憶があります。

　食べ物も好き嫌いなく何でも食べ極めて健康で、当時好き嫌いの激しかった私が
手付かずで残したおかずを「もったいない」ときれいに平げて（食べ切って）いました。
それでも太らなかったのは、それ以上に良く動いていたからだと思います。私が大学卒
業後建て直しする前の古い風呂屋では急な階段下の薄暗い狭いスペースに丸い小さな
ちゃぶ台を置いて姉と次兄の３人で朝ごはんを食べてから学校へ出掛けたことも思い
出しました。高校卒業後は進学せず、料理や家事を手伝いながら生花を習ったり、当
時は一般的だった花嫁修行をしたりしていましたが、私が中学生の時に伯父が経営し
ていた米屋の正月用餅つきの親戚総出の手伝いが縁で知り合った今の義兄に嫁いで
いきました。今は姉に先立たれて独りぼっちになったその義兄のことが気がかりです。
幸い近くに住む甥（義兄の息子）が同じ心配をして電話をしたり、訪ねて様子を見てい
るようなので安心しています。

　「結婚した息子は自分の実家よりも大事にされる嫁の実家に行くが、娘は自分の
実家に帰ってくる」と言われますが、姉も嫁いだ後の私が居た頃も就職して名古屋に
引っ越した後も実家の母のことをいつも気にかけて電話をかけてきたり、特に用事
がなくても立ち寄って一緒に買い物に出かけたり愚痴を聞いたりして親孝行していた
ようです。

　今こうして思い出すと本当にいつも明るく元気で誰にでも礼儀正しく分け隔てなく接
し、人の話を聞くのも自分が話すのも上手でした。常に前向きで愚痴も他人の悪口も
言うのも聞いたことがありません。私にとっては躾や食事の世話を含めて姉と言うより
パートタイムの母親代わりの面もありました。家族の中で一番甘えん坊だった末っ子
の私は父が来客から頂いた珍しいお菓子やフルーツなどのお土産を一旦仏前にお供
えしたお下がりを姉・兄弟で均等に分けると自分の分をサッサと食べて人の分まで欲
しいとわがままを言うと「ダメ、ダメ、それはダメだよ。」としっかり釘を刺され、「兄弟
（姉妹）は他人の始まり」ではないですが、子ども時代に家庭や社会のルール、秩序、
常識、公平と平等、人間関係の初歩を教えてもらえたお陰で、トランプのようにはなら
ずに済んだのかもしれません。そうかと言って決して冷たい訳ではなく、家族思い、兄
弟思いの人でお互いに家族持ちになってからもたまに東京で会うと一緒に墓参りした
り、歓迎してくれて楽しい食事と談話で毎回元気をもらって帰途についたものでした。

　年齢は１１も離れていましたが、誕生日は私が２月１９日、姉が２月２０日と１日違い
でしたので、自分の誕生日が近づいて来ると姉のことを思い出し、「今頃どうしている
かな？」と思ったものです。姉も全く同じ思いをしていたようです。姉夫婦はインターネッ
トやEメールとは無縁の世界で暮らしており、自宅には迷惑電話や押し売り、ゴリ押し
セールスを嫌ってボイスメール付きの電話がなく、発信者の番号表示も出ないので外
出中はもちろん、自宅に居ても電話に出ないことがあり、留守電メッセージも残せな
かったため、名古屋で暮らしていた当時も米国駐在・出向、延長・継続居住となった後
もほとんど連絡が取れず、東京で春秋のお彼岸やお盆と正月に兄弟・姉妹が集まった
際に電話口で少し話す程度でしたが、今思うともっと会いたかった、話をしたかったと
残念でなりません。今はただ「天国で他人のことを気にせず、自分の好きなことだけし
てゆっくりしてください」と祈るばかりです。（再び合掌）

　読者の皆さんの中にも日本からの駐在・出向者や帯同家族の方が多いと思います。
昔も今も日本に残してきた年老いていく親の面倒見と米国に帯同したお子さんの教
育・将来に関して共通の悩みをお持ちと思いますが、今回姉の突然の訃報に際し改
めて思ったことは、「家族や身内、ご縁のある大事な人たちを大切に」と言うことです。
「時間ができたら」とか「休みが取れれば」ではなく、思い立ったら直接会えなくても
電話をするなり、メールをするなり、ビデオチャット、WEB面談でもいいので直ぐにする
ことです。時間は自分で作り、休みは自分で取るものです。タラ、レバの時間や休みは
待っていてはいつまでも手に入りません。あの時に会っておけば良かった、電話してお
けば良かった、などと後悔しないようになさってください。「無くして気付く大切な人、
大切な物」とならないように自戒を込めて私からのお願いです。「やって良かった」と必
ず思うはずです。

　以上、姉のことを書かずにはおれず、長 と々なってしまいました。この他にも記事にす
るつもりで米国中間選挙の結果、今後の政局予想、上院での同性婚・異人種間婚保
護法案可決通過、下院での鉄道スト回避法案の可決通過、１/６議会乱入事件調査委
員会がトランプの直近６年分の連邦税個人所得申告書を正式入手と事件に関与した
オース・キーパーズの創設者他に対する扇動的陰謀容疑者有罪判決、ハワイ休火山の
噴火、イーロン・マスクによる買収後のTwitter社のドタバタ、ウクライナ近況、北朝鮮連
続ミサイル発射、中国全土でコロナ規制、都市封鎖に対する抗議デモ、大学フットボー
ルミシガン大対オハイオ州立大戦とプレーオフ展望、FIFAワールドカップなどネタ探
し、情報収集・確認はしていたのですが、ニュースを見たり、ネット検索したりしながら
ふっと姉の思い出や種々の思いが湧き出すと集中できず、申し訳ありませんが今回は見
送ることにしました。文脈や表現のおかしな所にお気づきの場合を含めて、悪しからず
ご理解とご容赦をお願い申し上げます。

　末尾になりますが、喪中につき年末年始のご挨拶を差し控えさせていただきます。

　皆様には健康で安全な良い新年をお迎えください。
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定、1895年7月ロシア公使ウエーバーの力をかりて大院
君を追い落とし、政権を再び奪い返します。これに不
満な大院君は再度閔妃を亡き者にすることを企み、つ
いに、1895年10月、閔妃殺害に成功し、閔妃の死亡の
事実を隠したまま、閔妃の王妃としての地位を剥奪し、
平民とすることを宣言します。しかし、その後事実が明
らかになり、大院君は、その罪を問われて、自宅に幽閉
され、死亡します。

　国王として無能であった高宗は、閔妃と大院君とい
う二人の敵対する後見人をほぼ同時に失った結果、パ
ニックに陥り、1896年2月ロシア大使館に逃げ込み、ロ
シア公使館の中から国政を行うという前代未聞の行動
を取りました（露館播遷・ろかんはせん）。一年後にロ
シア大使館から出てきた高宗は、バツの悪さを隠す為
か、地に落ちた権威を取り戻そうとしてか、国名を大韓
帝国と変え、自ら初代皇帝を名乗ります。大韓帝国と
名前を変えたとはいえ、事大主義の体質は何も変わら
ず、政府にロシア人顧問を雇い入れ、秘密裏に鴨緑江
岸の土地をロシアの軍事基地使用目的で売り渡すな
ど、朝鮮半島へのロシア侵略を進める政策を次々に進
めました。これは、せっかく日清戦争で大国清の影響
を朝鮮半島から追い払ったと思っていた矢先の日本に
とって、清の代わりに大国ロシアを朝鮮半島に進出さ
せることになるため、これを容認することはできず、つ
いに日露戦争となりました。日露戦争中は、多くの朝鮮
人が日本軍を支持し、特に一進会という組織は、日本
軍の北進を支持する為、鉄道建設に15万人、軍需品の
輸送に11万５千人など合わせて約27万人の大量のボ
ランチアを提供しました。

　日露戦争の勝利後、1910年、大韓帝国と大日本帝国
は合邦しました。その際、大韓帝国皇族のうち、高宗、
純宗、純宗の妃、及び皇太子の李垠の4名は朝鮮貴族
となり、その後も貴族としての手厚い収入と保護を日
本国政府から受けました。高宗は1919年死亡、その息
子で2代大韓帝国皇帝の純宗も1926年に死亡し、純宗
には子供がいなかったので、高宗の第７子、純宗の異
母弟である李垠（イ・グン）が王位継承権一位となりま
した。高宗の第５子李堈（イ・ガン）は、金遣いが荒く、
王公家規範に違反するような行為が多かったと言われ
ており、第７子の李垠より年上であるにもかかわらず、

朝鮮貴族とは認められず、世太子とはされませんでし
た。李堈（イ・ガン）の長男李健（イ・ケン）は日本学習
院で教育を受け、陸軍士官学校を卒業し、方子の母方
の従姉妹である松平佳子と結婚しました。李健は陸
軍中将で終戦を迎え、日本国籍を取得、桃山虔一と名
前を変え、佳子と離婚、その後平民女性と再婚、クラ
シックカーの愛好家で、日本クラシックカー協会の会
長などを務めた後、1990年に死亡しました。李堈（イ・
ガン）の次男李う（イ・ウ：うは金偏に禺）は、日本陸軍
士官学校出身で日本陸軍将校として広島に住んでいま
したが、1945年8月6日朝、乗馬にて自宅から連隊に向
かう途中で広島市内で原子爆弾の直撃を受け、翌日死
亡しました。李うのお付きの兵士は日本人でしたが、そ
の日はたまたま乗馬の伴はしておらず、その死の責任
をとり自殺、李うの葬儀は8月15日、ソウルで行われま
した。日本人にとっては自国日本の敗戦の日という特別
な日であったにもかかわらず多くの日本人が参列した
といわれています。

　長い前置きになりました。李垠（イ・グン）は大韓帝
国初代皇帝高宗の第７子。母は高宗の側室の一人、
嚴善英（オム・ソンヨン）でした。母31歳の時、正室閔
妃に嫉妬されて、宮中から放逐されましたが、閔妃が
1895年殺害され、高宗が1896年2月ロシア公使館に
逃げ込むと、母嚴善英は高宗に伴ってロシア公使館に
入り、そこで李垠を懐妊しました。李垠は翌1897年誕
生しました。母43歳の時の出産でした。23歳年上の異
母兄の２代皇帝純宗に子がなく、20歳年上の異母兄李
堈（イ・ガン）は素行上王族不適格とされたため、李垠
は世嗣皇太子となりました。1910年、大韓帝国と大日
本帝国の合邦により、朝鮮貴族となりました。1919年、
父高宗死亡。皇太子李垠と方子の婚儀は1919年に予
定されていましたが、直前に義父である高宗が死亡し
たため1年間の喪に服し、1920年、結婚しました。方子
はこの時まだ学習院の学生であったと言われています。
この際、厳密には、非皇族の男性への降嫁となる為、女
王の身分をどうするかとの問題が生じましたが、これは
1918年皇室典範を改正することで、皇族女子の身分を
保ったまま王公族と結婚することが容認されることと
なりました。1921年、第一子晋（しん、ジン）が誕生しま
したが、翌年朝鮮訪問中に1歳で急逝しました。晋は毒
殺されたと考えられています。1926年、元第2代大韓帝

　赤坂プリンスホテル別館。李垠と方子が暮らした旧李王家邸  
     Bain Collection (CC BY-SA 3.0)

国皇帝純宗が死亡すると、李垠は李王となりました。
1927年から翌1928年まで欧州公式歴訪をし、その後、
二人は1930年に東京赤坂に新築された李王家邸に住
みました。ちなみにこの建物は第二次大戦後二人の所
有から離れ、1955年以降赤坂プリンスホテル旧館とし
て営業目的で使われるようになりました。1931年には
第二子玖（きゅう、グ）が生まれました。李垠は、その後
日本陸軍の中で昇進を続け、1940年陸軍中将、1941年
には陸軍第51師団長、1943年第一航空軍司令官など
日本帝国軍の中で主要な地位を占めました。1945年、
日本の敗戦により、アメリカ占領軍はそれまでの日本
および朝鮮皇族の地位を、天皇とその三人の弟を除い
て全て剥奪しました。方子はそれ以降朝鮮名の李方子
（イ・バンジャ）と名乗るようになりました。方子は旧朝
鮮籍のため無国籍となりました。1948年大韓民国大統
領となった李承晩（イスンマン、りしょうばん）は李朝の
直系子孫である李垠を警戒し、韓国への入国を認めま
せんでした。李垠と方子の息子李玖は1957年アメリカ
マサチューセッツ工科大学を卒業し、建築家となり、ウ
クライナ系アメリカ人のジュリア・マロックと結婚しまし
たが、その後離婚、子供はなく、李玖は2005年、父母の
家であった赤坂プリンスホテルに長期滞在中、心臓麻
痺で急死します。1959年米国滞在中に李垠は脳梗塞
で倒れました。李承晩が1961年の学生革命で倒れ、朴
正煕（パクチョンヒ）がクーデターで大統領になると、
李垠夫妻は1963年初めて韓国への帰国が許され、韓
国籍の取得も許されましたが、その時には李垠は脳梗
塞で寝たきりとなっており、1970年、病院で死亡する
までベッドを離れることはありませんでした。その頃か
ら方子は、韓国で精神的または身体的障害者に対する
教育および福祉活動に専念するようになり、韓国で障
害者の母と呼ばれて尊敬されるようになりました。李
垠の異母妹で、統合人格失調症にかかっていた、高宗
の末娘徳惠翁主（とくけいおうしゅ）の介護も方子はつ
ききりで行ないました。1989年徳恵翁主の死亡9日後
方子も死亡。享年89歳。韓国で準国葬級の葬儀が行
われ、日本からは三笠宮夫妻が出席されました。

　日本の皇族のお姫様として生まれ、韓日合邦後の
朝鮮皇太子李垠の妃となり、朝鮮貴族、軍人の妻と
して昭和の荒波に揉まれ、最後には、朝鮮人イ・バン
ジャとして韓国の障害者教育及び福祉活動に身を捧
げ、韓国民から尊敬されながらその生涯を全うした
女性の一生は、当時の日本及び朝鮮の姿を映す鏡と
なっています。

山﨑博       循環器専門医   
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
Eastside cardiovascular
 Medicine, PC  -Roseville Office 
25195 Kelly Rd 
Roseville,  MI  48066
Tel: 586-775-4594     Fax: 586-775-4506

ソウルにある大清皇帝功徳碑
（三田渡碑）

伊藤博文と李垠（当時10歳）

李垠（左）と方子Kang Byeong Kee 
(CC BY 3.0)

写真出典元：ウィキペディア

 日本の歴史を振り返るスピンオフ心臓病治療の最前線

〜江戸から昭和時代の日本人たち〜

Tadataka Ino 伊能 忠敬
江戸時代に、歩測と天体観測で子午線１度の距離 

を求め、正確な日本沿岸地図を作った伊能忠敬。

伊能忠敬（いのうただたか）は、江戸時代中期の 
1745年、上総国（現在の千葉県山武郡）佐原村の名
主の家に小関三治郎として生まれました。6歳の時に母
を亡くし、小関家は叔父が継ぐことになったため、婿
養子であった父神保貞恒（じんぽさだつね）は家を出、
三治郎は小関家の祖父母のもとに残りました。10歳の
時三治郎は父親のいた神保家に引き取られましたが、
父は神保家の当主ではなかったため、そこでも三治郎
は肩身の狭い思いをしていたと考えられています。　 
　1762年、三治郎は17歳の時、土地改良事業の現
場監督として良い仕事ぶりを発揮したことが認められ
て、同じ佐原村の酒造家の伊能家の当主が死んだ後
の跡取りとして婿に迎えられ、名前を伊能忠敬と名
乗りました。この時忠敬は17歳、妻のミチは21歳でし
た。佐原は天領で、武士は一人もおらず、利根川を利
用した水運業の中継地として栄え、人口も当時五千人
を数えていたと言います。佐原には2つの酒造家があ
り、忠敬が婿入りした当時は、伊能家は永沢家に比
べて、家業は小さく、家格も下とされていました。この
伊能家の再興の希望を託された忠敬は、家業の酒造
り、運送業、地主、薪販売業などで才覚を発揮し、名
主として佐原の村を取りまとめる行政手腕も発揮し、
伊能家を再興、繁栄させ、永沢家と同等またはそれ
以上の規模の家業の家にすることに成功しました。 
　1783年、浅間山の大噴火により、天明の大飢饉が
起きると、村民を代表して奉行所に年貢の軽減を願
い出て認められました。さらに、忠敬は、その後の関
東一円の米の不作を見て、将来の米の値上がりを見
込んで関西方面から大量の米を買い付け、それを売ら
ずに貯蔵しました。米の値下がりは続き、借金は増え
続け、周囲からは米を売って借金を減らすように助言
されましたが、忠敬は米を売らず、その貯蔵を続けまし
た。すると、その年の7月偶然にも利根川の大洪水が
起こり、佐原の農民は、その日に食べる米もなくなると
いう事態が起こり、忠敬は、村の有力者と相談しなが
ら、蓄えていた米を少しずつ困窮者に分け与えたため、
佐原村からは一人の餓死者も出なかったと言います。 
　その後、1787年江戸で天明の打ち壊しが起きた時
も、忠敬は役人に金を与えるぐらいなら農民に金を与え

るほうが良いと主張し、農民救済に努めたため、佐原村
は打ち壊しの被害を出さなかったと言われています。こ
うして飢饉を乗り切ったあと、忠敬は残りの米を売り払
い、これにより多額の利益を得ることができました。

この頃までに、伊能忠敬は、趣味として、暦学に興味
を持ち、江戸や京都から暦学の本を取り寄せて勉強し
たり、天体観測を行ったりするようになっており、天文
学への熱が高じて、それまでの全ての暮らしを打ち捨
てて、好きな天文学を勉強したいと思うようになって
いたと言います。忠敬は、地頭所に何度も隠居を願い
出ましたが、佐原村での伊能忠敬の行政手腕を必要
としていた地頭所は、なかなか承知しませんでした。 
　1794年、伊能忠敬は50歳の時、地頭所に隠居を
願い出て、やっと承認されました。1794年、息子に家
業を全て譲り、江戸に出て、当時31歳、19歳年下の新
進気鋭の暦学者高橋至時（たかはしよしとき）に入門
し、本格的に天体観測と暦の勉強をはじめました。 
　当時師匠の高橋至時は、幕府から、暦の改訂を命
じられており、正確な暦を作るためには、地球の大き
さや、緯度一度に相当する子午線弧長、日本各地の
緯度経度を知ることが必要との結論に達していまし
た。忠敬は地球が球体であることを知っており、彼の
興味は、緯度１度の距離を求めることでした。忠敬は
晴れた日には毎日、太陽や星の南中高度を測定し、
毎日それを日記に記録することを5年間続けました。
こうして、日々の太陽や星の南中高度から緯度差を計
算することに自信を持った忠敬は自ら行った観測によ
り、自宅と浅草の暦局との緯度差は１分であることを
割り出しており、これにより、その距離を正確に測定
すれば、それを60倍すれば子午線１度の距離を求め
ることができると考えていました。しかし、師匠の高
橋至時は、緯度一度に相当する子午線弧長を正確に
測るためには、江戸から蝦夷地（えぞち、現在の北海
道）ぐらいの距離の測定が必要と考えていました。 
　折りしも、蝦夷地では帝政ロシアの圧力が強まって
おり、至時は、幕府に、江戸から蝦夷地までの測量を
願い出て、これが許可されました。忠敬は、1800年、
4月、五人の供を連れて出発、11月までに3,244キロ
メートルを徒歩で踏破し、それぞれの地点でのそれ
ぞれの暦日での天体の南中高度を測定し、江戸深川
との当該暦日での南中高度差を求めることによりそ

の地点の深川との緯度差を計算することで、北日本
から蝦夷地までの測量を終え、地図を完成させ、こ
れを幕府に提出しました。船からでは当時の技術で
は測量が不正確になるため、できるだけ海岸線を歩
くという方法で測量が行われました。この時の費用
は、その大部分が忠敬自身の懐から払われたと言わ
れています。このとき忠敬は１度の子午線弧長を２７
里余りと計算しました。この地図の正確さが幕府に高
く評価され、その後、幕府からも補助が出され、忠敬
は、伊豆、本州東海岸、東北日本海岸、東海北陸、
近畿中国、四国、九州、種子島屋久島、伊豆諸島、江
戸府内、と、計10次に渡る測量を幕府の事業として
完成させました。第十次は江戸府内の測量に費やさ
れ、それまで測量の基点がまちまちであったのを江
戸日本橋基点に統一することで今までの地図を１枚
の大きな地図にまとめ上げることを目的としました。 
　井上ひさしによれば、伊能忠敬はこの十回の測量旅
行中におよそ合計35,000キロメートル、歩幅を約90
センチとして計算するとおよそ4000万歩を歩いたとさ
れますが、実際の伊能忠敬の歩幅は約69センチと記
録されており、それで計算すると約5,072万歩を歩い
たことになります。岩場や、山、崖、砂浜、川やぬかる
み、橋、田んぼ、曲がりくねった道などを考えると、さ
らにものすごい距離を忠敬は歩いたことになります。
　忠敬の地図は、暦学と天文学の知識を駆使して各地
の緯度差に基づいて製作された大変正確なものでし
た。しかし東西方向の距離については、当時の技術で
は歩測や、基準点からの方角による三角関数の計算に
よって求めるしかなかったはずで、忠敬が、まず南北
に長い東北地方や蝦夷地を最初に選んだ理由はここ
にありそうです。南北に長い九十九里浜のそばで育っ
た伊能忠敬が、この九十九里浜を使って、緯度と距離
の計測を何度も試してみたのではないかと私は密かに
考えています。

忠 敬 は東 北や 蝦 夷 地 で 経 験 を積 んだのち、 

中国地方などの東西に長い地域の地図制作も手掛
けることになりました。忠敬は別々に作成された地
図をぴたりと合わせるための理論や方法を持ち合
わせておらず、それには大変苦労したようです。忠
敬は自分で各地でそれぞれの暦日での太陽や星の
南中高度を精密に測定して、緯度差を割り出し、 

ノバイに New Open!

 月曜-土曜 :  9:00am ~ 8:00pm
日曜 :        10:00am ~ 7:00pm

♢ 子供から大人、 家族皆様のヘアカット 
♢ 写真をお持ちください。 どんなヘアスタイルも可能です 
♢ デジタルパーマ、 ジャパニーズストレートパーマ、 
    レギュラーウェーブパーマ、 ハイライト、 カラー など

♢ スキンケア、眉マイクロブレーディング
♢ アイラッシュ エクステンション、メイクアップ
♢ 頭や肩のマッサージ　♢着物着付け 

 24263 Novi Rd. Novi, MI < Hour >

 ファーミントンより

Novi Rd

10 Mile Rd

N.

       Tel. 248-553-2345 または、
   248-773-2281

お手頃な価格で承っています（ご予約 または、ウォークイン可）

Seoul Unisex Hair Salon

ヘア以外にも

いのう　ただたか
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引越
米国ヤマト運輸

YAMATO TRANSPORT  U.S.A. 
11701 METRO AIRPORT CENTER DR., SUITE 103

ROMULUS, MICHIGAN 48174

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

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。

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。

筆者：山﨑博　　
循環器専門医。日米両国にて医師免許取得。デトロイト市サント
ジョン病院で循環器科インターベンション部長、京都大学医学部
循環器科で臨床教授を務める。JNCにて「心臓病医療の最前線」
不定期連載他、日本の歴史にも造詣が深く、2021年より「歴史を
振り返るシリーズ」にて、米国の日本人コミュニティのために寄稿 
連載開始。
Eastside cardiovascular Medicine, PC　Roseville Office
　25195 Kelly Rd, Roseville,  MI  48066
　Tel: 586-775-4594  

循環器科

専門医

　山崎　博

日米両国医師免許取得。

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
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
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、
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
長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。

ローズビルオフィス（メインオフィス）
18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066 
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506

胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高
血圧、高コレステロール症その他各種心臓病でお悩みの方、
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。

クリントンタウンシップオフィス
15500 Nineteen Mile Road, Suite 330, 
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
http://www.eastsidecardiovascular.com/
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定、1895年7月ロシア公使ウエーバーの力をかりて大院
君を追い落とし、政権を再び奪い返します。これに不
満な大院君は再度閔妃を亡き者にすることを企み、つ
いに、1895年10月、閔妃殺害に成功し、閔妃の死亡の
事実を隠したまま、閔妃の王妃としての地位を剥奪し、
平民とすることを宣言します。しかし、その後事実が明
らかになり、大院君は、その罪を問われて、自宅に幽閉
され、死亡します。

　国王として無能であった高宗は、閔妃と大院君とい
う二人の敵対する後見人をほぼ同時に失った結果、パ
ニックに陥り、1896年2月ロシア大使館に逃げ込み、ロ
シア公使館の中から国政を行うという前代未聞の行動
を取りました（露館播遷・ろかんはせん）。一年後にロ
シア大使館から出てきた高宗は、バツの悪さを隠す為
か、地に落ちた権威を取り戻そうとしてか、国名を大韓
帝国と変え、自ら初代皇帝を名乗ります。大韓帝国と
名前を変えたとはいえ、事大主義の体質は何も変わら
ず、政府にロシア人顧問を雇い入れ、秘密裏に鴨緑江
岸の土地をロシアの軍事基地使用目的で売り渡すな
ど、朝鮮半島へのロシア侵略を進める政策を次々に進
めました。これは、せっかく日清戦争で大国清の影響
を朝鮮半島から追い払ったと思っていた矢先の日本に
とって、清の代わりに大国ロシアを朝鮮半島に進出さ
せることになるため、これを容認することはできず、つ
いに日露戦争となりました。日露戦争中は、多くの朝鮮
人が日本軍を支持し、特に一進会という組織は、日本
軍の北進を支持する為、鉄道建設に15万人、軍需品の
輸送に11万５千人など合わせて約27万人の大量のボ
ランチアを提供しました。

　日露戦争の勝利後、1910年、大韓帝国と大日本帝国
は合邦しました。その際、大韓帝国皇族のうち、高宗、
純宗、純宗の妃、及び皇太子の李垠の4名は朝鮮貴族
となり、その後も貴族としての手厚い収入と保護を日
本国政府から受けました。高宗は1919年死亡、その息
子で2代大韓帝国皇帝の純宗も1926年に死亡し、純宗
には子供がいなかったので、高宗の第７子、純宗の異
母弟である李垠（イ・グン）が王位継承権一位となりま
した。高宗の第５子李堈（イ・ガン）は、金遣いが荒く、
王公家規範に違反するような行為が多かったと言われ
ており、第７子の李垠より年上であるにもかかわらず、

朝鮮貴族とは認められず、世太子とはされませんでし
た。李堈（イ・ガン）の長男李健（イ・ケン）は日本学習
院で教育を受け、陸軍士官学校を卒業し、方子の母方
の従姉妹である松平佳子と結婚しました。李健は陸
軍中将で終戦を迎え、日本国籍を取得、桃山虔一と名
前を変え、佳子と離婚、その後平民女性と再婚、クラ
シックカーの愛好家で、日本クラシックカー協会の会
長などを務めた後、1990年に死亡しました。李堈（イ・
ガン）の次男李う（イ・ウ：うは金偏に禺）は、日本陸軍
士官学校出身で日本陸軍将校として広島に住んでいま
したが、1945年8月6日朝、乗馬にて自宅から連隊に向
かう途中で広島市内で原子爆弾の直撃を受け、翌日死
亡しました。李うのお付きの兵士は日本人でしたが、そ
の日はたまたま乗馬の伴はしておらず、その死の責任
をとり自殺、李うの葬儀は8月15日、ソウルで行われま
した。日本人にとっては自国日本の敗戦の日という特別
な日であったにもかかわらず多くの日本人が参列した
といわれています。

　長い前置きになりました。李垠（イ・グン）は大韓帝
国初代皇帝高宗の第７子。母は高宗の側室の一人、
嚴善英（オム・ソンヨン）でした。母31歳の時、正室閔
妃に嫉妬されて、宮中から放逐されましたが、閔妃が
1895年殺害され、高宗が1896年2月ロシア公使館に
逃げ込むと、母嚴善英は高宗に伴ってロシア公使館に
入り、そこで李垠を懐妊しました。李垠は翌1897年誕
生しました。母43歳の時の出産でした。23歳年上の異
母兄の２代皇帝純宗に子がなく、20歳年上の異母兄李
堈（イ・ガン）は素行上王族不適格とされたため、李垠
は世嗣皇太子となりました。1910年、大韓帝国と大日
本帝国の合邦により、朝鮮貴族となりました。1919年、
父高宗死亡。皇太子李垠と方子の婚儀は1919年に予
定されていましたが、直前に義父である高宗が死亡し
たため1年間の喪に服し、1920年、結婚しました。方子
はこの時まだ学習院の学生であったと言われています。
この際、厳密には、非皇族の男性への降嫁となる為、女
王の身分をどうするかとの問題が生じましたが、これは
1918年皇室典範を改正することで、皇族女子の身分を
保ったまま王公族と結婚することが容認されることと
なりました。1921年、第一子晋（しん、ジン）が誕生しま
したが、翌年朝鮮訪問中に1歳で急逝しました。晋は毒
殺されたと考えられています。1926年、元第2代大韓帝

　赤坂プリンスホテル別館。李垠と方子が暮らした旧李王家邸  
     Bain Collection (CC BY-SA 3.0)

国皇帝純宗が死亡すると、李垠は李王となりました。
1927年から翌1928年まで欧州公式歴訪をし、その後、
二人は1930年に東京赤坂に新築された李王家邸に住
みました。ちなみにこの建物は第二次大戦後二人の所
有から離れ、1955年以降赤坂プリンスホテル旧館とし
て営業目的で使われるようになりました。1931年には
第二子玖（きゅう、グ）が生まれました。李垠は、その後
日本陸軍の中で昇進を続け、1940年陸軍中将、1941年
には陸軍第51師団長、1943年第一航空軍司令官など
日本帝国軍の中で主要な地位を占めました。1945年、
日本の敗戦により、アメリカ占領軍はそれまでの日本
および朝鮮皇族の地位を、天皇とその三人の弟を除い
て全て剥奪しました。方子はそれ以降朝鮮名の李方子
（イ・バンジャ）と名乗るようになりました。方子は旧朝
鮮籍のため無国籍となりました。1948年大韓民国大統
領となった李承晩（イスンマン、りしょうばん）は李朝の
直系子孫である李垠を警戒し、韓国への入国を認めま
せんでした。李垠と方子の息子李玖は1957年アメリカ
マサチューセッツ工科大学を卒業し、建築家となり、ウ
クライナ系アメリカ人のジュリア・マロックと結婚しまし
たが、その後離婚、子供はなく、李玖は2005年、父母の
家であった赤坂プリンスホテルに長期滞在中、心臓麻
痺で急死します。1959年米国滞在中に李垠は脳梗塞
で倒れました。李承晩が1961年の学生革命で倒れ、朴
正煕（パクチョンヒ）がクーデターで大統領になると、
李垠夫妻は1963年初めて韓国への帰国が許され、韓
国籍の取得も許されましたが、その時には李垠は脳梗
塞で寝たきりとなっており、1970年、病院で死亡する
までベッドを離れることはありませんでした。その頃か
ら方子は、韓国で精神的または身体的障害者に対する
教育および福祉活動に専念するようになり、韓国で障
害者の母と呼ばれて尊敬されるようになりました。李
垠の異母妹で、統合人格失調症にかかっていた、高宗
の末娘徳惠翁主（とくけいおうしゅ）の介護も方子はつ
ききりで行ないました。1989年徳恵翁主の死亡9日後
方子も死亡。享年89歳。韓国で準国葬級の葬儀が行
われ、日本からは三笠宮夫妻が出席されました。

　日本の皇族のお姫様として生まれ、韓日合邦後の
朝鮮皇太子李垠の妃となり、朝鮮貴族、軍人の妻と
して昭和の荒波に揉まれ、最後には、朝鮮人イ・バン
ジャとして韓国の障害者教育及び福祉活動に身を捧
げ、韓国民から尊敬されながらその生涯を全うした
女性の一生は、当時の日本及び朝鮮の姿を映す鏡と
なっています。

山﨑博       循環器専門医   
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
Eastside cardiovascular
 Medicine, PC  -Roseville Office 
25195 Kelly Rd 
Roseville,  MI  48066
Tel: 586-775-4594     Fax: 586-775-4506

ソウルにある大清皇帝功徳碑
（三田渡碑）

伊藤博文と李垠（当時10歳）

李垠（左）と方子Kang Byeong Kee 
(CC BY 3.0)

写真出典元：ウィキペディア

地図を作成しましたが、これは現在の地図制作の
主流である三角図法ではありません。緯度を使う方
法は、現在では使われていませんが、三角形を次々
つなげていく三角法が、三角をつなげるごとにその
誤差を拡大する危険があるのに対し、緯度は、その
測定が正確である限り、前の測定には影響されな
いため、独立の精度を持っている利点があります。 
　1818年、忠敬が73歳で死亡したときはまだ全図は
完成していませんでしたが、これが、弟子である間宮
林蔵が1817年持参した蝦夷地の測量地図と合わせ
て、1821年、大日本沿海輿地全図（だいにほんえんか
いよちぜんず）として、高橋至時の息子高橋景保（た
かはしかげやす）によって完成され、幕府に提出され
ました。これは、史上初めて実際の測量を基に科学
的に作られた、正確な日本沿岸の地図でした。これは
伊能図と呼ばれ、それは、縮尺36,000分の1の大図、
216,000分の1の中図、432,000分の1の小図があり、
大図は214枚、中図は８枚、小図は３枚で測量範囲を
カバーしていたと言われています。このほかに特別大
図や特別小図、特別地域図なども存在したと言われ
ています。なお、忠敬は、1803年、繰り返し精度を上

げた測定により、１度の子午線弧長を28.2里と計算
しました。ちなみにこれをキロメートルに換算(28.２里
＝約110.75キロ）して360倍し、円周率で割ると、地
球を完全球体と仮定した時の直径が計算できます。
これを手計算でやってみると、12,690キロメートルと
なり、現在知られている地球の直径（北極ー南極）約
12,714キロメートルとあまり違わない値となります。 
　この地図の正確さは、長崎にいた医師軍人のシー
ボルトの目に留まり、高橋景保からこれを譲り受けて
シーボルトは、これをオランダに持ち帰ろうとしました。
（シーボルト事件）。シーボルトは日本の国家機密を持
ち出そうとした罪でスパイ罪に問われて幕府により国
外追放され、高橋景保は斬首刑に処せられましたが、
シーボルトは、実は地図をオランダに持ち出すことに
密かに成功していたようで、2001年、米国国立議会図
書館にほぼ完全な207枚のコピーが見つかり、その後
も各地で発見が相次ぎ、現在では地図の全容が掴め
るようになっていると言われています。2006年の12月
には、大図全214枚を収録した伊能大図総覧が刊行
されています。日本国内にあった原本は、火災などで
消失したと言われていますが、海外に保存されていた 

コピーが発見されたことにより、伊能忠敬の作った地
図のほぼ全容が明らかにされ、その地図の正確さは現
在でも高く評価されています。

50歳の時、一念発起して、それまで成功していた全て
の家業を打ち捨て、大好きな天文学の勉強をはじめた
伊能忠敬。師匠の高橋至時に指導されて、徒歩で日本
全国津々浦々を測量し、それをもとに正確な日本地図
を作り上げた伊能忠敬。子午線の緯度１度の距離を
測りたいという執念を遂げ、ついにそれを正確につきと
めた伊能忠敬、私は彼を日本人の素晴らしさの典型と
思っています。

Inō Tadataka.｜Dai Nihon Enkai Yochi Zenzu No. 76 Echigo Province  
(Echigo, Tokimizu, Nagaoka, and Katamachi) (2022, October 18). In Wikipedia.  

https://en.wikipedia.org/wiki/In%C5%8D_Tadataka

https://en.wikipedia.org/wiki/In%C5%8D_Tadataka 
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  引越作業スタッフ募集！ 

 
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
Eメール： 
    Kazumi.asai@ 
　　　　nipponexpress.com

WE'RE HIRING

場所： Recreation Center at Hillside Middle School

700 W. Baseline Rd.

Northville, MI 48167

時間： 毎週土曜日

5pm－6pm

会費： $40/month

生徒年齢： 5歳以上

（大人参加も歓迎）

服装： Ｔシャツとスウエットパンツ

武道着は教室で購入頂けます。

内容： 礼儀、掃除、立ち方、基本の動き、

型を習います。

連絡先： keitokanyoneda@gmail.comまたは

携帯/Text 248-495-2238 (米田 Yoneda)

Budo Class for Youth and Adults

糸東館国際武道連盟の日本
人が教えます。

糸東館は幕末明治に掛けて
活躍した剣聖山岡鉄舟の武
道精神と哲学を修行する道
場です。空手道、合気柔術の
稽古を通して体と精神を鍛え
日本人の誠の心を養います。

小学４・５年生を持つご家庭にとって、このプログラムを利用しな
い手はない！

Michigan Snowsports Industries Association(MSIA)では、小
学４・５年生が、シーズン中、無料リフト券を入手でき、スキー・ス
ノーボードを身近に楽しめるプログラムを毎年実施している。同
プログラムに参加するミシガンの２９箇所のスキー場にて、１箇所
につき最大３回、無料リフト券（クロスカントリートレイルパス）
をもらえるのだ。利用には、MSIAでパスポート（$30）購入が必
要。参加スキー場の寄付により無料リフト券がもらえる他、ヘルメ
ット購入用20%of fクーポンや、スキー用品購入ディスカウントな
ど、スキー場によってはレンタルやレッスンに使用できるクーポン
がついてくることも（プログラムには除外日あり。参加ショップや
詳細は下記HPにて要 確認）。無料リフト券 使 用時は付き添いの
大人のリフト券購入が必須。

　パスポート購入はHPから簡単！オンラインで登録支払い後、
アプリを携帯電話にダウンロードしてパスポートとし写真IDを作
成 。当日アプリを持って子どもとスキー場の窓口に行き、その場
でアプリ上で引き換えを行い使用するシステム。または家で印刷
したものを当日持参可能。

（パスポートは、お近くのスキー用品店（詳細はHP）に直接子ど
もと出向き年齢を証明できれば（学年・名前記載の成績表などで
も○）、その場ですぐに発行も）

ぜひ、この冬は家族でスキーデビューを！

※パスポート料は、25ドルはMSIA運営経費へ、$5はMIsnowというチャリ
ティ団体への寄 付となり、恵まれない子どもたちにウィンタースポーツの
機会を与えたり、今後ミシガンのウィンタースポーツ文化を引き継いでいく
ための教育などに使用される。

Michigan Snowsports Industries Association(MSIA)
 

Cold is Cool Program：
https://www.goskimichigan.com/cold-is-cool/

参加スキー場リストは上記HPにて。 
お出かけ前に必ず各スキー場へは除外日などの確認をおすすめします。
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Cold is Cool !!!Cold is Cool !!!
小学４年生・５年生のみなさん！無料リフト券を小学４年生・５年生のみなさん！無料リフト券を

ゲット!! ミシガン州でスキーを始めよう！ゲット!! ミシガン州でスキーを始めよう！

学 校 で 、 身 の 危 険 を 感 じ た ら 。  
“OK2Say (Okay to say)”

学生のみなさん、“OK2Say”プログラムご存じですか？
学生のみなさん達を守るためのプログラムです。
ミシガン州が用意しているのをご存じですか。

　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、または発展しそうなことを見たり、聞いたりした場合、

その出来事、“Tip” を下記の連絡先に報告することで、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を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。

「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。
そんな時にこのような状況を報告できる安全な場所が下記のとおり存在します。

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。

※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。

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:	
652729 (OK2SAY)

Email:	
OK2SAY@mi.gov

Website:	
https://www.michigan.gov/ok2say

Mobile	Phone
Download	App	for: iPhone / Android

	 	 	 	 	 　　　															出典：※https://www.michigan.gov/ok2say

ご家庭でも、このような	
プログラムの存在について、	

ぜひ、お子さんへ	
お声かけを。

Photo: MSIA- https://www.goskimichigan.com/  > Mt. Brighton and Treetops
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みに、1-9番ホールは外へ出ていくの
でアウト(outward holes)、10-18
番は戻ってくるのでイン(inward 
holes)と呼びます。アメリカでは
この言い方をあまりせず代わりに
Front 9/Back 9と呼ぶことが多い
のですが、スコアカードをよく見る
とOUT/INと書いてあったりします。

　アメリカのパブリックコースでは

<プロフィール> 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)

　ミシガンはすっかり冬になってしまいました。「ひと月1作品」、今月は2019年に発
表された映画“Loopers: The Caddie’s Long Walk”をご紹介します。

　映画のタイトル“Loopers”とは、キャディのことです。オーソドックスなイングランド
のコースでは、1番ホールからプレイを始めると2番、3番ホールとクラブハウスから離
れていき、9番が終わったところで折り返して、18番でまたクラブハウスに戻ってきま
す。キャディはコースをぐるりと一回りするので、「ルーパー」と呼ばれるそうです。ちな

    
 

言言葉葉のの架架けけ橋橋 

色に関する言い回し　（1２）色に関する言い回し　（1２）

〜こんな日本語、英語にできますか〜〜こんな日本語、英語にできますか〜
−−１５３１５３ −−

 

　英語から日本語の「色」の最終回として、残った様々な色を見てみましょう。

　まず “pink” です。 “tickled pink” はとても嬉しいときに使います。 “She was 
tickled pink when she heard she was promoted.” （昇進と聞いて彼女はとて
も嬉しかった）のように使います。たまに嬉しくないのは、“a pink slip” (解雇通知)
で、給与袋に入れられた本人控用の解雇通知書がピンクだったところから来ていま
す。

　“Give someone the green light” はピンとくると思います。「承認する」ことです
ね。“green thumb” はご存じでしょうか？植物を育てるのが上手な人のことを “He 
has a green thumb.” のように使います。そうかと思うと、“He was green with 
envy.” とは「すごく嫉妬している」を意味します。

　“She was born with a silver spoon (in her mouth).” は「彼女は裕福な家に
生まれた」という意味で、子供に銀スプーンで食べさせるほど裕福な、ということから
来ています。 “silver bullet” （銀の弾丸）とは、問題を確実に解決できる方法、特
効薬の意味ですが、銀には魔術的なエネルギーが秘められていると考えられ、狼男
などの魔物を仕留める手段 という言い伝えが広まりました。通常は、“There is no 
silver bullet for ～” のように否定形で使われることが多いです。

　最後にもう一つ、“turn purple with rage” とは日本語にすれば「怒りで真っ赤に
なる」といったところでしょうか。日本と西欧では色に対する感覚が似通っているのも
違うものもあって、なかなか興味深いですね。

　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　

乗用カートに乗ってセルフプレイをしますが、プライベートコースや高級リゾートへ行
くとキャディがつくことがあります。グループに1人だけつくフォアキャディと、プレイ
ヤー1人ずつにつくプライベートキャディの2種類があります。海や湖沿いに作られた
リンクスと呼ばれるコースでは風や芝目や傾斜が分かりにくく、キャディをつけたほう
が気持ち良く回れます。少しお金はかかりますが、アメリカのキャディも経験しておく
とゴルフの度胸がつくと思います。

　1400年代、スコットランドではゴルフが大流行して人々が働かなくなってしまった
ので、ゴルフが禁止された時代もあったとか。最初に女性でゴルフをしたのは、1500
年代の女王様Mary Queen of Scotsだと言われています。彼女はゴルフが大好きで、
コースでボールを探させるための青年将校（Cadet）をわざわざフランスから連れて
きていました。それがCaddieの語源となったそうです。のちにお城が攻撃を受けて旦
那さんが亡くなってしまい、彼女自身もギロチンに処されるのですが、理由の1つはお
葬式のあと喪にも服さずゴルフをし続けたためだったという噂があります。

　キャディは大事です。性格的なマッチングもありますし、プレイヤーのクセを見極め
て的確なアドバイスができるかもスキルのうちでしょう。作中には有名コースのキャ
ディたちが登場しますが、キャディに必要なのは3つのルールだけだそうです。“Show 
up, Keep up and Shut up（姿を現す、ペースを守る、そして、黙る）.”　確かに。 
面白すぎます。

　1931年に始まったマスターズトーナメント、長い間選手は自分のキャディではなく
ハウスキャディを使うことが義務付けられていました。オーガスタ造成時に人足として
働き、のちにハウスキャディとなって、ベン・ホーガンなど自分がついた選手を5回も優
勝に導いたPappy Stokesや、ファジー・ゼラーを初出場で初優勝させた（そんな選
手とキャディは後にも先にもいません）Jerry Beardなど、名物キャディが多数いまし
た。南部ジョージア州のプライベートコースですので、ハウスキャディは皆アフリカンア
メリカンでした。しかし1982年のマスターズで悪天候のためスタート時間が遅れたこ
とがあり、連絡がうまく伝わらなかったためにキャディなしでスタートしなければなら
ない選手が多数出ました。1983年以降は自身のキャディを帯同することが許される
ようになったそうです。

　フリーランスのキャディが職業として成り立つようになったのはこの50年ほどで、中
にはツアー選手について年間100万ドル以上稼ぐキャディもいるそうです。キャディを
することが条件で大学の授業料を支援してくれるユニークなスカラシップがイリノイ
にあります。1916年にUSアマチュアで優勝したチック・エバンスによって創設されま
した。賞金を受け取るとアマチュアのステータスを失うため何か役立つことに寄付し
たらと、お母さんにアドバイスされてこの基金を作ったそうです。それが今も続いてい
るとは、さすがアメリカです。

　その他にもツアー選手とキャディの心温まる友情や、飲んでばっかりのアイルランド
のキャディの面白トークなど、表舞台には出てこないキャディさんのエピソードがたく
さん紹介されています。雪が積もってゴルフが恋しくなったらぜひご鑑賞ください。
(参照：“Loopers: The Caddie’s Long Walk” ©︎2019 Caddy Doc, LLC. By Jason Baffa）

英英語語教教授授法法資資格格をを持持つつ講講師師にによよるる  

オオンンラライインン・・対対面面レレッッススンン  

  

 仕仕事事ののププレレゼゼンンのの準準備備・・指指導導  

  

 学学校校ののオオンンラライインン授授業業のの課課題題・・      

  宿宿題題ののササポポーートト  

 日日本本語語をを話話せせるる米米人人現現役役大大学学講講師師  

（（数数時時間間のの空空ききあありり））  

  

 帰帰国国後後ももレレッッススンン継継続続可可能能                  
 

  

  

  
  

             
                                                                                       

        連連絡絡先先：：ayumi@suzukimyers.com                                                                                       

        (248)344-0909 担当：内野 
                      
  主主要要ササーービビスス：：通通訳訳・・翻翻訳訳・・語語学学ククララスス((英英・・日日))・・通通訳訳ククララスス  

       お見積りは無料ですので、ご相談ください。 

                        office@suzukimyers.com 
             www.suzukimyers.com 

 

 
 

https://www.suzukimyers.com/
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～英語力の向上に加え、日本語での学習も必要！～英語力の向上に加え、日本語での学習も必要！
早めに受験する大学・学部を決めて準 備を進めよう！～早めに受験する大学・学部を決めて準 備を進めよう！～

帰国生大学入試受験対策帰国生大学入試受験対策

筆者プロフィール：丹羽　筆人　筆者プロフィール：丹羽　筆人　

河合塾海外帰国生コース北米事務所　進学アドバイザー 丹羽筆人河合塾海外帰国生コース北米事務所　進学アドバイザー 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･学習塾講師を歴任し、デトロイト補習授業校では中高等部教務主任を務めた。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
地で講演も行っている。河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバイザー、名古屋国際中学校・高等学校、国際
高等学校（2022年9月開校）、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
教諭も務める。
◆問い合わせ先
河合塾海外帰国生コース北米事務所：kikoku@ujeec.org

帰国生大学入試では、海外の高校での在学年数
や卒業の有無など、大学ごとに異なった条件

を定めています。また、多くの大学でTOEFLのスコ
アが求められ、旧帝大系の国立大学や慶應義塾大
学ではSATのスコアも必要です。選考方法も国内生
の入試とは異なり、秋入学の大学では北米の大学と
同様に高校の成績や推薦書、SATのスコアなどの書
類審査のみで合否が判定されます。
　一方、春入学の大学では書類の提出に加え、学科
試験が課されるケースが目立ちます。学科試験は大
学・学部によって異なりますが、文科系学部では小
論文のみという大学も多く、英語や日本語を課す大
学もあります。理科系学部では数学・理科と小論文
が課され、英語を課す大学もあります。また、多くの
大学・学部で面接も行われます。

入試の出題傾向を意識した学習と 
　　 　　TOEFLのスコアアップが必要
　では、帰国生入試に合格するためには、どのような
準備をしておけばよいでしょうか。
　まず、日本語での学習がとても大切です。学科試
験の科目の多くは日本語で出題され日本語で解答し
ます。面接の質疑応答もほとんどが日本語です。入
学後の講義やレポート・論文作成、定期テストなども
同様です。日本の大学なのですから当然です。帰国
生入試は９月初めから始まりますので、高校卒業後
の準備期間は約２カ月しかありません。小論文の対
策には時間がかかります。海外にいる今から日本語
での学習を始めておかないと間に合いません。小論
文は作文とは異なり、自分の思いや感想だけではな
く客観的な立場で自分の意見を述べなければなりま
せん。説得力ある意見を構築するためには豊富な知
識や体験が必要です。
　小論文で与えられるテーマや課題文、図表の内容
は大学や受験する学部によって異なり、最近の時事
問題が提示される大学・学部と学部の専門領域に関
する問題が提示される大学とがあります。時事問題
をテーマとする小論文作成のためには、今世界や日
本で起こっている出来事に目を向ける必要がありま
す。例えば、気候変動や人権・食料・ジェンダー不平
等・国際紛争や核兵器などの問題を十分理解して
おくことが必要です。一方で学部の専門領域をテー
マとする小論文作成のためには、専門領域に関する
書籍や雑誌などを積極的に読むことが必要です。学
識者の論文を掲載している新書を読むこともよいで
すが、まずは志望する専門分野に関係がある内容の
書籍で自分が読みやすいものを選ぶことをお勧めし
ます。例えば理科系志望者なら科学雑誌、経済系志
望者ならば経済誌を読むのもよいでしょう。日本語
の書籍や雑誌が入手できなければ英語のものを読
んでも構いません。また、新聞やテレビなどで報道
されている学問領域に関連するニュースもキャッチし
ておきましょう。新聞の社説を読むことは、課題文の
読解力アップに役立ちます。そして、知識を得るだけ

ではなく、書籍の記述やニュースに潜む問題点を指
摘し、それに対する自分の意見を考えることを習慣づ
けましょう。それが小論文作成に大切な自分の意見
を論ずることのできる力を養うことにつながります。
　理科系学部志望者にとっては、数学と理科の学力
も必要です。数学や理科は現地校でも学んでいます
が、日本の高校の数学や理科の教科書や参考書、
問題集に目を通し、そこで使われている日本語の用
語や問題の解き方に慣れることが大切です。また、
米国の高校で履修していない分野があるかどうかを
知ることも必要です。また、APやHonorのような高
いレベルの科目を履修することもお勧めします。高度
な学習をしていないと日本の大学入試問題の出題レ
ベルに太刀打ちできないからです。
　帰国生大学入試の英語は、日本の大学受験英語
＝高校英語の学習が必要ですので、過去の入試問
題に目を通し、出題傾向を把握しましょう。中には、
国内生と同一問題を使用する大学もあります。一方、
最近では、英語の試験に代えてTOEFLのスコア提
出を必須とする大学やTOEFLのスコアを出願基準と
する大学も増えていますので、TOEFLの重要性が高
まっています。

現地校での学習も 
 　   入試に合格する力につながる
　では、現地の高校の成績（＝GPA）はどの程度必
要でしょうか。書類審査のみの秋入学の大学の選
考では高校の成績が重視されますが、春入学の大
学では合否には大きく影響していません。しかし、
高校での成績が悪くてもよいかというとそうではあ
りません。当然卒業に必要な単位が取得できなけ
れば大学受験資格を失いますし、科目ごとの成績を
見た際に良くない成績があれば目立つため、面接で
その理由を指摘されたりします。
　また、高校での学習は大学での学習の基礎にも
なりますし、社会人としての教養にもなりますのでと
ても大切です。入試においても小論文作成のために
必要な知識にもなりますし、日本の大学の入試問題
の数学や理科の問題を解くときにも海外の高校で
履修した数学や理科の知識が役に立ちます。さらに

高校での学習は帰国生入試に必要な英語力の向上
にもつながります。SATやTOEFLなどの高スコアが
必要となる大学もありますので、これらのスコアアッ
プのための英語力を上げるためには高校での学習
が重要です。多様な科目を英語で学習しているので
すから、自然に英語力を上げるのには高校の授業
や宿題で使っている英語を着実に習得することが
効率的です。

受験予定の大学や学部について 
                     調べることも重要
　受験対策として、もう一つ大切なことは、受験予定
の大学や学部のことを十分に理解しておくことです。
帰国生入試ではほとんどの大学で面接があります。
また、出願書類として「志望理由書」を提出させる大
学もあります。なぜその大学や学部に入学したいの
かという理由を説得力あるものにするため、受験予定
の大学や学部に関する情報収集をしましょう。大学
のウェブサイトを閲覧すれば、情報がキャッチできま
す。これも海外にいる今からできることの一つです。
そのためにも、志望大学・学部を早く決める必要が
あります。
　

　このように海外にいるときからすべきことは多数あ
りますので、帰国が迫ってから慌てることのないよう
に早めに準備を進めるとよいでしょう。
　なお、近年、帰国生入試を廃止する傾向が目立ち
ます。一方でAO入試やグローバル入試、国際バカロ
レア入試などという新方式が登場しています。これら
は書類や面接、小論文などで選考されるので、帰国
生入試と同様な対策で受験できます。このような入
試も視野に入れるのもよいでしょう。
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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

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

12月のイベント 2022年12月1日～12月19日の間、Eメールにて無料でご相談
をお受けいたします。

House Safety While on Vacation
 バケーション中の家の安全

ホリデーシーズン、つまり旅行ですね！ どこか楽しいところに行く予定がありますか？
もし数日間以上留守にする場合、覚えておいていただきたいことがいくつかあります。

バケーション中のヒント１：
 もし 5 日〜 30 日ぐらいの休暇を取るなら、郵便局に郵便をストップするように

依頼をしましょう。帰宅した後に全ての郵便を届けてくれます。こちらの URL に
行き、www.usps.com > Quick Tools > Hold Mail　の手順で進めましょう。必
要事項を記入し Submit をクリックします。帰宅後に多くの郵便が届いている場
合は、郵便受けに郵便局へ取りに行くようにとの通知が入っているでしょう。運
転免許証を持参し、カウンターで “Hi, I'd like to pick up my mail.”（こんにちは。
郵便を取りにきました。）と言って通知を渡します。

バケーション中のヒント２：
 休暇で家を留守にする時、必ず家に誰かが居るように見せかけましょう。知り合

いの人に新聞などを回収してもらったり、必要に応じてゴミ箱を片付けてもらい
ましょう。また、いつでも室内のライトと外のライトを点けたままにしておきましょ
う。（もしくはライトタイマーを使いましょう。）信頼できる近所の方との会話例
がこちらです：

A: Hi!  I'll be gone for a few weeks from next week.   
 Could you keep an eye on our house?

 　　     こんにちは！来週から数週間留守になります。我が家を監視してもらえますか？）

B: Sure, when will you come back? いいですよ。いつ帰ってくるのですか？

A: We'll be back on December 31.　 12 月 31 日に帰ってきます。

B: All right, is there anything else you want me to do?
 　　　分かりました。他に何かすることはありますか？

A: Oh, I don't think so.  Here is my address in case anything happens 
  while we are gone.  Thank you!

              大丈夫です。万が一留守中に何かあった場合に備えて私の住所がこちらです。 
              ありがとうございます！

帰宅した際に近所の方にお礼を言う時の会話例がこちらです。

A: Hi, thank you for keeping an eye on our house!
  　　    こんにちは。家を見てくださってありがとうございます！

B: Sure, no problem, anytime!  How was your trip? 
 　　　どういたしまして / とんでもない。旅行はどうでしたか？

A: It was good, thank you for asking!  No problems here?
 　　　良かったですよ。ありがとうございます。問題ありませんでしたか？

B: Nope!  Everything was fine!
 　　　いいえ / ありませんでした。大丈夫でしたよ！）

A: Thank you again!  If you need anything, Just let us know! 
 　　　再度、ありがとうございました！私達にもお手伝いできることがあれば 
 　　　言ってくださいね！

B: Sure thing! Have a great day!　　　　もちろん！良い一日を！

バケーション中のヒント３：
 あなたの休暇の計画を知ってる人に注意してください。お友達には話すかもしれ

ませんが、フェイスブックや SNS などに計画を投稿することはあなたの直接知ら
ない人に伝わってしまうことになります。同僚や知人には日程や期間など詳細を
伝えずに “We'll be on vacation for a little while in July.（7 月にしばらく休暇を
取ります）” と言うことができます。

    Safe travels!

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

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

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

カラオケ有!!カラオケ有!!

SSttaannddaarrdd  GGoollff     

　12月になるとミシガンではゴルフの“ゴ”の字も出てこなくなりますね。そんなな
か先日久しぶりにインドアテニスをやってきました。めちゃくちゃ楽しかったです。

　一応テニス歴はあるのですが、結構な年数やっていなかったため心配でした
が、やっぱり気になるのはゴルフのスイングとの類似点。やっぱりテイクバックが大
きいほどインパクトがブレる。特にパッティングで例えると分かりやすいと思いま
すが、バックスイングが大きいほどスイートスポットに当たる確率が下がるし、ボー
ルがフェイスにあたる瞬間弾かれ感があり距離感がとれない。これテニスでも一
緒でした。他のスポーツをやって本業のスイングを分析できるのは楽しいです。

　オフシーズンでやることといえば、パッティングです。先ほど言いましたように
パッティングのみならず、フルスイングもバックスイングが大きければ大きいほど
無駄です。そこでパッティングに限ってはバックスイングなしでフォロースルーだけ
で打って練習してみてください。はいそうです、まず構えて、そこからボールを押し
出すイメージです。以上この練習をやってみてください。詳しくはどっかで動画出し
ときます。

　ゴルフはいかに無駄な動きをしないかがポイントになってきます。レッスン中 
僕のアドバイスに対して「先生、それじゃ体が動いた感がありません」と言われる
時がありますが、その今まで動いている感が無駄な動きなんですね。

　頑張ってください！

<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７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
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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22
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。

筆者プロフィール：

医師 桑原功光： (くわばら のりみつ) 
Children's Hospital of MichiganDr. KDr. K

ミシガン州のみなさん、日本で話題のフジテレビ
系月9ドラマ「PICU (小児集中治療室)」をご存じ

ですか？　私の故郷の北海道が舞台であり、かつて息
子たちと見ていた「仮面ライダーフォーゼ」と「仮面ラ
イダー鎧武」で人気になった吉沢亮、高杉真宙が重症
なこどもたちを治療する小児集中治療医、救急医を熱
演していて、我が家は欠かさず見ています。医療者、患
児、そしてその家族の揺らぐ心を見事に描いた今季一
番のオススメドラマです！ ご家族でぜひご覧になって
ください、夢中になりますよ！ では、今月の質問は「み
かんちゃん」です。
  　　＊＊＊
＜今月の質問＞　　　

　今年の春に３歳のこどもと日本から来ました。季
節の変わり目は特に、日本にいた頃よりこどものせき
や鼻水が多く出るような気がします。でも「咳止めや
鼻炎のシロップなどは中毒性のある成分があるから、
使わない方がいい」とママ友に聞きました。これは本
当なのでしょうか？ もし市販シロップでもオススメ
があれば、教えていただきたいです（アメリカのもの
でも日本のものでも）。よろしくお願いいたします。 
  　 　  
  　　＊＊＊

　今月号はみかんちゃんから風邪シロップについての
質問をいただきました。まさにこれから冬将軍がやっ
てくる季節柄、皆さんも知っておきたいトピックですよ
ね。質問を送っていただき、ありがとうございます。ま
ずは「風邪シロップに『中毒性』があるのか？」という
点からお答えしましょう。『中毒』という言葉には主に
ふたつ意味があります。まず、中毒には「①常習癖がつ
きやすい、病みつきになる」という意味がありますが、
風邪シロップを飲んだからといっても、病みつきになっ
てしまうようなことはありません。また、中毒を「②身
体に害を与える」という意味で述べているのであれば、
どんな薬にも副作用が存在するため、ある意味正しい
です。しかし、風邪シロップには命に関わるような危険
性の高い副作用はまれです。一般的にはあまり心配す
る必要はありません。

　ただ、風邪シロップが「医学的に本当に効果がある
のか？」という点に関して、少し話を続けたいと思いま
す。せきや鼻水は様々な原因で起こりますが、小児期で
は何らかのウイルス感染に起因することが多いので、今
号では風邪（ウイルス感染）によるせきと鼻水を中心に
話をします。風邪シロップは咳を抑える「鎮咳薬」と痰
を抑える「去痰薬」の混合薬がほとんどです。しかし、

鎮咳薬や去痰薬は最近の研究では、「風邪に伴うせき
や鼻水には期待できるほどの効果はない」ことが判明
しています。こう言うと、えっ！と驚かれる方も多いです
よね。実際、みなさんも日本で小児科にかかった場合
に、風邪シロップを処方されたことはあるでしょうし、
シロップを飲んだ後にお子さんの風邪が治ったという
ご経験がある親も少なくないと思います。実は、風邪シ
ロップをこんなに多く処方する国は世界で日本だけで
す。アメリカで小児科医に風邪でかかっても、処方され
る薬はせいぜい解熱薬くらいです。

　ではどうして、日本では風邪シロップがこんなにも処
方されるのでしょうか。結論から言うと、「風邪のこど
もに薬を処方すると、親が満足してくれる」。この一言
に尽きます。これには日本特有の医療文化も影響して
います。まず、日本の医療保険は皆保険制度であり、親
は待つ必要もなく低料金で昼でも夜でもすぐに小児科
医に受診できます。実際には「風邪シロップを飲んでも
飲まなくても、せきや鼻水が治まるまでの期間は変わら
ない」ことがすでに数多くの研究で判明しているのです
が、一般的に風邪の症状は数日から数週間で自然と治
るため、「薬のおかげで症状が改善した」と誤解して感
謝してくれる親は少なくありません。その結果、親の満
足度も上がり、また病気になったときに受診してくれる
ので、病院やクリニックの売り上げにもつながります。
このように、薬をたくさん処方するのは日本の医療保
険制度が生み出した一つの功罪であり、それが長く続
いた結果、親もそれが当たり前と思い、自然に求めるよ
うになったのでしょう。処方が少なければ「過小医療」
と捉え、十分な医療を受けられなかったと不満を感じる
方もきっといらっしゃるかもしれません。

　風邪は一般的にウイルスが原因であり、対症療法の
みで薬を飲まずとも多くは治ります。小児科医がこども
の風邪を診療した際に注意しているのは、実は鼻汁、せ
きそのものよりも、風邪をこじらせて二次性の細菌感染
（肺炎、中耳炎など）を引き起こしていないか、髄膜炎
など命に関わる疾患が潜んでないか、意識や呼吸に問
題はないか、自宅で様子を見ても大丈夫か、そうしたこ
とを大事に見極めています。

　では、お子さんに鼻汁やせきがある場合、ご家庭で
はどうすればいいのでしょうか。とても大切なことです
が、多くの風邪は数日から1週間ほどで少しずつ改善し
ていきます。発熱がずっと続く、息が苦しく眠れないほ
どのひどい咳や鼻水、2週間以上も長引く咳でなけれ
ば、そもそも薬も医療機関受診も必要ありません。

Vol. 1７：風邪シロップの使用について

　このように、肺炎や髄膜炎など緊急性がある病気で
はなく、ただの風邪と診断した場合には、本来であれ
ば「実は、風邪シロップには医学的根拠が乏しく、あま
り効果が期待できないのが実情なのです」と外来でき
ちんと時間をかけて説明すべきです。しかし、日本では
小児科医が利益を出すためには軽症患者を数多く診な
くてはいけません。次から次に来てたまっていく患者の
カルテを前にして、その説明をする時間すら確保するこ
とが困難な場合があります。「はい風邪ですね。お薬出
しておきますね」と言って、息つく暇もないままにたく
さんの患者を診て、手のかかる患者はすぐに紹介した
方が効率ははるかに良いかもしれません。本来であれ
ば、「医師の説明」は、処方する薬よりも、親の満足度
に最も大きく影響するため、風邪の診療でも多少時間
をかけて親が納得できる説明をすることで、親の満足
度が上がって、経営面や診療面でも医師にとっても満
足できる結果になるはずです。しかし、なかなか現実は
厳しいようです。アニメとタイアップした風邪シロップ
のCMもこの悪循環に拍車をかけています。

　みかんちゃんの質問に戻りますが、我が家では息
子たちに風邪シロップを飲ませたことは一度もありま
せん。そのため、私からはオススメできるようなシロッ
プの銘柄は特にありません。お子さんがシロップを欲
しがるなら、好きな味で選べば良いと思います。しか
し、すでに述べたように大した効き目は望めないこと
を承知の上で使用するのが良いでしょう。医学的な観
点からは、こどもでも大人でも風邪を治すための一番
の治療は休養と睡眠、そして十分な栄養補給、これに
尽きます。

 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。質問をぜひ以下のように
メールで送ってください。質問が採用された方にはアマ
ゾンeGift Cardをメールでプレゼントいたします。個別
へのメール回答は原則として控えさせていただきます。

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

◆　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。

シャル」「ペンネーム」のいずれ
かを記入してください。

ではみなさん、また来月に紙面で
お会いしましょう。
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■ 社員募集 　　　　　　　　　　　　　　

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
　smoch izuk i@yamatoamer i ca . com

求人
CLASSIFIED ADS.CLASSIFIED ADS.

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

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、まりこまたはスーまで日
本語でお問い合わせください。リンガ・サイエ
ンス
	または		(734)	930-1553
www.linguascience.com/ja/licenses

サービス

■	デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

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
  

■ 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：
shigavisitingofficial@michiganshiga.org

■  JSDウィメンズクラブ会員募集

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！
http: //www.jsdwomensclub.org/

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

団体・グループ

■ 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	

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

□	無料クラシファイド広告
・個人やサークル、NPO団体などの広告は
		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

□	お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
　ご住所、Eメール、	掲載期間	を
	　Eメール、もしくはウェブサイト
　コンタクト欄よりお送りください。	
　お支払いはお申し込み時に支払い方法
　をお知らせします。（クレジットカード
　払い	or	チェック郵送）
　下記はチェック郵送先

□	お申し込み／お支払い先

Pointer Press, LLC
PO Box 725459
Berkley, MI 48072
japannewsclub@pntrpress.com

□	締切
　	掲載希望号の前月２５日必着（支払）２５日必着（支払）

ご利用規約
※弊社Pointer	Press,	LLC	はクラシファイド広告の掲載内容、内容の正確性・信用性及び内容によって起因する損害については一切の責
任を負いません。
※広告原稿は電子メールもしくはウェブサイトコンタクト欄よりお送りください。掲載内容に記入漏れや不備が確認された場
合、掲載されない場合がございます。また、内容によっては掲載をお断りする場合がございますので、ご了承ください。
※お申し込みを受領後、弊社よりご確認の連絡を致します。数日経っても弊社からの返答が無い場合は、お手数ですが、お
問い合わせください。
※お支払いはクレジットカードのみ承ります。お申し込み時にお支払いいただきます。
※キャンセルはお申し込みの締切日迄とさせていただきます。それ以降はキャンセルされても返金されませんので、ご了承
ください。

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	us	via	website	or	email>	japannewsclub@pntrpress.com

電話番号：           248-465-4508      （英語） 248-465-4040 　　
　　　          248-266-2854 

Email: ProvidenceOBGYNJapanese@ascension.org

http://stjohndoctors.org/providenceobgyn
日本語での診療介助有り日本語での診療介助有り

26850 Providence Parkway, Suite 425 　Novi, MI 4837426850 Providence Parkway, Suite 425 　Novi, MI 48374

● 婦人科検診　マンモグラフィー検査
● 婦人科疾患ケア　手術（ロボット手術も行っています）
● 妊娠出産ケア - 出産前の母親学級及び母乳クラス
 　            - 産後新生児育児ケアサポートサービス

Providence OB/GYN
プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科

サービス内容:

（日本語）   

■ホワイト・パイン男声合唱団 団員募集

1998年から活動しています。NYカーネギー・	
ホールでも合唱しました。家族、仲間との交流
も大切にしています。

　　問い合わせ：info@wpgc-mi.com

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

クラシファイド広告

　　　　　　　　　　　募集中
！

4820 Rochester Rd
Troy, MI  48085

 1-248-524-1600
Fax 248-524-1427
Cell 248-701-0066

山蔵元郎
 Motoo Yamakura

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。

■	アロマセラピーワークショップのご案内

アロマセラピーに興味がある、体験してみた	
いなと考えている皆さんに向けたワークショッ
プを１２月に開催します。楽しくアロマディフュー
ザーを手作りしなががら、精油の香りを感じてみ
てください。　詳細はインスタグラムを。
インスタグラム：@orange_green_sundrops 
 

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

セミナー

ぜひ、Japan	News	Clubのインスタグラムも
フォローお願いいたします！

               @japannewsclub

■	ソーシャルセキュリティー＆リタイヤメント 
     無料セミナー　

日時：	12月3日（土）1:30~2:30PM
						　		12月4日（日）1:30~2:30PM				
　　	場所：Novi	図書館
　　　　　45255	W.	10	Mile	Rd　　
　　　　　Novi,	MI	48375　　

リタイヤメント収入の大黒柱、ソーシャルセ
キュリティ。正しい知識を身につけ、ベスト	
なリタイヤメント計画を立てましょう！
National	Association	of	Registered	Social	
Security	Analyst　LIC:OH62600
（講師）堤さとこ
Financial	Planning	&	Education	Service
人数に限りがあります。お申し込みは、お早
めに。
Tel:			714－269－8892（さとこまで）
Email:	nihongoSSseminar@gmail.com 

クラス・稽古

■ 歯科衛生士・デンタルアシスタント募集

ミシガン州アナーバー市ウェナーストン歯科	
医院	にて募集中です。
・				日本語と英語のバイリンガル
・　米国就労ビザ・永住権・アメリカ国籍を
						お持ちの方
・				月曜日～木曜日(午前8時～午後5時)　

詳しくはin fo@wenne r s t enden t a l . c om
または		(734 )668-9989まで。

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

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

Maple Rd

Po
nt

ia
c 

Tr
ai

l

Walled Lake
Commons 5

Wendy’sSunoco

Clark

Burger
King

N

Sushi Den

716 N Pontiac Trail. 
Walled Lake, MI 48390 

(Walled Lake Commons Mall 内)

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

(248)960-1141
www.sushidenonline.com

お酒を
飲めるように
なりました！

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

https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
https://www.sushidenonline.com
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ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチ

　サンクスギビングからクリスマスまでア
メリカ中はホリデーまっしぐら。今回は地
元ブリューワリーのファミリーとともに、ま
た、リラックスした楽しみ方のアイディアを
ご紹介する。

　Branch with Santa。コロナ禍以前は多
くのブリュワリーで、ブランチとサンタと
の記念撮影がセットになったファミリー
向けの楽しい企画があった。復活の一報
があったRochester Mills BCはコロナ禍
後、初めてこのイベントが復活。12月18日
（日）10、11、13時の3回の予約制。以前の
ようなBuffet形式はとらず、特別à la carte
形式になり感染予防に配慮している。詳
細メニューと料金は12月に入ってから。
FlagshipのConnerstone IPAは健在。

　Rochester Mills BC から１ブロック西

のMain StreetではRochester Big Bright 
Light Showがすでに開催されている。通り
の両側のレストランや商店が色とりどりに
イルミネーションを飾っている。ドライブし
てもよし、雪がない時はMain Streetを家族
で闊歩してもよし。イルミネーションだけで
なく、店のウインドーもそれぞれに趣向を
凝らしており、アメリカのホリデーの雰囲気
を楽しむには十分。RochesterはOakland 
Countyのやや北部にあり、文教・商業とも
豊かな街。このMain Streetは他のどの地域
のものよりも南北に長く、かつ、清楚な雰
囲気があふれるダウンタウン・ストリート。
今年はLight Showは１月16日まで開催され
ているのがうれしい。Light Showの前後に
ブリューワリーを楽しむのもアイディア。

　もう一つご紹介したいのが、Wixomにあ

るDrafting Table BC。
これも昨年同様、おス
スメのBourbon Barrel 
B u z z  B l a n k e t  (11% 
ABV.  $12/can) 。缶販
売もあるので、しっぽ
りとホリデーシーズン
を味わうには最適。姉
妹品ともいえる、Buzz 
Blanket (7% ABV.)もあ
る。いず れもラクトー
スとともに醸造したの
は、ミシガン北部のト
ラバース・シティー の 
@ h i g h e r g r o u n d s  
t r a d i n g c o の コ ー 
ヒー。オールミシガンを

Rocester Mills BC	
https://www.beercos.com/
Th Big Bright, Light Show	

https://www.downtownrochestermi.com/
the-big-bright-light-show

Drafting Table BC	
draftingtablebeer.com

2022年末もミシガンブリューワリーとよいホリデーシーズンを
Happy Holidays!

（左上から時計まわり）      1.  Rochester Millsの   
   Cornerstone 。  2.  楽しい企画が戻ってきた。 
   3.  アメリカならではのクリスマスの楽しさが 
    帰ってきた。   4 .  DTBCのBuzz Blanket。

楽しめるビール。DTCではCranberry Tarty 
Slip（5% ABV.。4-can pack, $14.25）を今
年はリリース。ジャーマンスタイルのWheat 
Ale beerでクランベリーとともに醸造。ア
メリカのサンクスギビング、クリスマスディ
ナーでは欠かせないクランベリー・ソース。
その風味は「tart」という言葉が使われる。
このピンクのボディーと酸味をまとめた
ビールをぜひ経験いただきたい。

　コロナ禍は収束してはいないが、ミシ
ガンのブリューワリーはそれぞれに精力的
に活動した一年だったと振り返る。多くの（左）BIG Bright Light Showの華やかなライトアップ    （右）Black FridayのAnn Arbor

1 & 2 
2555 Oak Valley Drive, Ann Arbor, MI 48103

734-274-4505
CenterraPointe.com

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

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

ベッドルームアパートメント

詳細はこちらから

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

ブリューワリーのブリューマスター、マネー
ジャー、サーバー、時として席を隣にした皆
さんと、楽しく会話ができたことに感謝い
たします。2023年も皆様にとって良い一年
でありますように。

1. 

4. 

3. 

2. 
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  Moose 9.2022-2.2023Moose 9.2022-2.2023

JBSD50周年記念コンサート
スペシャルゲスト岸谷　香  
@Suburban Collection Showplace  
Sunday, January  29, 2023 
12:30pm-4pm (受付11:30am)
お楽しみ：	豪華ドアプライズ

詳細・申込・問合せ：　JBSDウェブサイト　

		 			https:	//jbsd.org/　

デトロイト近郊  年末年年始人気イベント　
　　   

Community Information
●コービー・ラーニング・グループ
“ Holiday Present Campaign“

ホリデー・プレゼント・キャンペーン

コービー・ラーニング・グループ 
““  HHoolliiddaayy  PPrreesseenntt  CCaammppaaiiggnn““  

ホホリリデデーー・・ププレレゼゼンントト・・キキャャンンペペーーンン  
  

Koby Learning Groupでは 12月度キャンペーンとして 
1月度受講料を 12月 1日(木)～12月 19日(月)で 

お支払いされた方には抽選で 
ホリデープレゼントを進呈します！ 

 
どうぞこの機会に、クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約下さい。 

 
 

  

JAPAN NEWS CLUB

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！

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

•	米国のビザでも加入できるの？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？帰国しても保険は続けられるの？
•	商品説明は日本語で聞けるの？商品説明は日本語で聞けるの？

米国保険の素朴な疑問

◆	万一の場合のご家族の保障に
◆ お子様の学資準備に
◆ 老後の資金準備に
◆ 将来のご家族の資産形成に

米国在住中のみ
ご加入できます

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

明治安田生命子会社明治安田生命子会社

アメリカにいるメリット、アメリカにいるメリット、
活かせていますか？活かせていますか？
アメリカにいるメリット、アメリカにいるメリット、
活かせていますか？活かせていますか？

AD 02-2021-11

Koby Learning Groupでは12月度キャンペーンとして
1月度受講料を12月1日(木)～12月19日(月)で

お支払いされた方には抽選で
ホリデープレゼントを進呈します！

どうぞこの機会に、クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約下さい。

Koby Learning Group
24055	Meadowbrook	Road,	Novi,	MI	48375

Phone:		(248)513-4635,	E-mail:		info@kobylearn.com
https://kobylearn.com

MI  ◆　Van Gogh in America＠ DIA （デトロイト美術館）ゴッホ展
	 Date:					現在開催中	～	2023年	1月	22日
　 Place:　Detroit	Institute	of	Arts　
	 	 5200	Woodward	Avenue,	Detroit,	MI	48202
	 	 詳細はこちら：  https://dia.org
DIAは、全米でゴッホの作品（Self-Portrait：自画像	(1887)）を入手した初めての公立美術
館として、今年１００年目を迎えるこの節目の年に、それら祝しゴッホ展が開催される。

23595 Novi Road, Suite 110  
Novi, MI 48375
(248) 449-8000 
日本語ライン(248)513-4754
Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS

診診療療時時間間::  

月月 9 - 5  
火火 10 - 7 
水水 9 - 2  
木木 8 - 5 
金金 8 - 1  
土土 8:30 - 1

N
ov

i R
d.

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

N

Ta
ft

 R
d.

 

•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。
•ほとんどの歯科保険 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

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

 Season's Greetings

Happy Holidays!

　平素よりJapan News Clubをご愛読いただきありがとうございます。

　おかげさまで、今年も１２回の発行を無事終えることができました。弊紙を 
サポートしてくださっている企業・個人の皆さま、新聞を手に取ってくださる方々 
すべての皆さまへ心からの感謝を申し上げます。

　コロナにより一旦ストップした世界が、やっと前へ向かって動き出した、そんな
一年でした。止まった過去には何らかの意味があり、それらの時間と向き合ったか
らこそ気持ち新たに歩み出せた2022年であったような気がします。

　来る2023年が、皆さまにとって健やかなる一年となりますよう、心よりお祈り 
申し上げます。皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。   
     　　Pointer Press 代表 
      Akiko Brooks

MI  ◆　JBSD デトロイト日本商工会　新年会イベント

https://dia.org
https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
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●  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。

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.

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

月～木	 8am ~ 8pm
金　	 8am ~ 1pm
土	 8am ~ 12pm

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.
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Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

受付時間

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375

                   　　　日本語ライン (248) 471-3321
www.novidentists .com

ノバイ ファミリー歯科医院ノバイ ファミリー歯科医院
DENTISTS
Novi

(248) 442-0400   

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

TEL:  248-626-8700
FAX:  248-626-4572
携帯:  248-705-9833

 E-mail：meiwei888@gmail.com

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

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

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

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. 

• 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

＜診療時間＞
月 水 木:　9:00-18:00        |        金 土:  9:00-13:00
   火 日:  休診

Dr. Katoのインスタグラムは 
こちらのQRコード、または 

アカウント名 drmarikokatoから

▶︎

Japan	News	Club	公式ウェブサイト
www. JapanNewsClub.com
過去の記事、コメント欄、フォト、
広告、無料クラシファイドなど、

ウェブならではのコンテンツを提供！
イベント情報を募集しています！

急なイベント情報でもトップページに表示することが可能です。
ウェブ広告を募集しています！

お手ごろな価格から、様々なサイズのバナー広告を掲載できます。

https://www.novidentists.com
https://www.lazarspinalcare.com

