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　昨年はロシアによるウクライナ侵攻
により、あらゆる側面で国際情勢が大
きく揺らぎ、いまだ終わりの見えない事
態が続いています。米国では中間選挙
が行われ、国を二分する議論が交わさ
れました。一方、中国・北京では冬季
五輪が開催され、各競技で日本選手
が輝かしい成績を残しました。史上初
めて中東・カタールで開催されたサッ
カーワールドカップにおいては、日本
代表チームがめざましい活躍を見せ、
世界中に感動をもたらしました。世界
で大きな変化がありましたが、日本と
米国の友好関係が何ら変わることがな
いことに両国の絆の強さを感じます。

2022年を振り返ると、コロナウイルス
感染症の制限が緩和された結果、よう
やく各種イベントの対面実施が可能と
なりました。9月のサギノー日本祭り、
10月のノバイ日本祭りでは、御挨拶申
し上げる機会を得ました。中でも、多
くの在留邦人の方々が暮らすミシガン
州ノバイ市のノバイ高校で実施された
日本祭りは、実に3年ぶりの開催とな
りました。そのおかげか、例年より多く
の方が参加されたと伝え聞いておりま
す。私自身、初めての参加でしたが、茶
道、生け花、書道、太鼓、剣道等、様々
な日本文化の催しが提供され、多くの
米国人が日本に触れる様子を拝見し
ました。ミシガンの多くの方が日本や

日本文化に強い関心を示してくださっ
ている姿は、非常に印象的であり、ま
た心強く思いました。このようなイベン
ト開催の裏には日本人コミュニティの
方々を中心とした、緻密な準備があっ
たことと思います。市民レベル、草の根
レベルで日米間の友好関係を維持し、
より強固なものにしていくために活動
されている関係者の皆さまに、改めま
して心から感謝いたします。

　ミシガン州は滋賀県と姉妹州県関
係にあることに加え、２７の姉妹都市
関係があります。昨年9月には、三日月
滋賀県知事とホイットマー・ミシガン
州知事が会談し、止まっていた諸分野
における交流を再開、拡大していくこ
とを約束しました。ミシガン州立大学
連合日本センター（JCMU）を始めとし
た留学プログラムによる米国人の日本
への留学、日本人高校生・大学生のミ
シガン州への留学等を通して、若い世
代の人的交流が進むことは、日米友好
の絆を強めていく足がかりとなります。
日系企業、現地企業にお勤めの在留
邦人の皆さまによる地域への貢献、そ
の他各所での草の根交流が、日米関
係の強化に大きな力となっております。
我々総領事館といたしましても、微力
ながら引き続き皆さまのお役に立てる
よう努めてまいります。

　愛知県豊田市との間で60年以上の
姉 妹都市交流があるデトロイト市に
は、ベルアイル島があります。デトロイ
ト川に浮かぶベルアイル島には米国最
古の水族館があります。水族館の見所
が「鯉」であることから、端午の節句
にちなんで、例年5月に当館が協力す
る形で、鯉祭りが開催されるようにな
りました。さらに、ベルアイル島では、
毎年春、姉妹都市交流を記念し、デト
ロイト日本商工会の皆さまのご支援を
いただいて植えられた桜が咲き誇りま
す。今年も、ミシガンの長く暗い冬を乗
り越えた桜の木々たちは、満開の花を
咲かせることでしょう。今年も多くの方
がこの桜を見つつ、デトロイト市と豊田
市、そして米国と日本の友好関係に思
いを致すことを願っております。

末筆ながら、皆様の今年一年のご健康
とご多幸を心より祈念し、新年のご挨
拶とさせていただきます。

 
 

令和５年 １月

 在デトロイト日本国総領事館

総領事　　進藤 雄介

謹んで新春のお慶びを申し上げます

10・・・ 日本の英語教育
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・・・ コミュニティレポート
15・・・ コミュニティインフォメーション 

Happy New Year  2023 Happy New Year  2023 
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2023年 新年のご挨拶

在デトロイト日本国総領事館　進藤 雄介 総領事
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のオープンハウスも開催され
ました。それでも運営はまだ
まだ手作りで、運動会の紅
白のはちまきは関係者の皆
様が縫って用意されたそう
です。
　1980年代後半は、デトロ
イトに日本の企業が進出し
た時代で、日本車の成功と
ともにジャパンバッシングが
激しくなった時代でもありま
した。買い物が済んで駐車
場に戻ると、フロントガラス
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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

 

新年明けまして おめでとうございます
 
　旧年中は、関係者の皆様には大変お世話になりました。おかげさまを持ちまして、
デトロイトりんご会補習授業校（以下　補習校）は、現在幼稚園部から高等部まで
８００名を超える園児児童生徒が学んでおります。特に今年は、創立５０周年記念の
年であり、年頭にあたりまして、この５０年を簡単にではありますがご紹介したいと思い
ます。
　補習校は、1973年（昭和48年）６月に「デトロイト日本語補習教室」として私立ク
ランブルック・ブルックサイド校で開校しました。当時は日本人駐在員が非常に少ない
時代でしたが、企業の皆さまが中心となって「補習校を開く」と力をあわせて開校にこ
ぎつけられたそうです。コピー機もない時代に、日本の親戚から送ってもらった教科書
をみんなで手書きで写して教科書を準備し、中学生はみんな一緒の複式学級、小学
校５，６年生も一緒に学んでいたそうです。生徒数２３人の、小さいけれど手作りの温
かな補習校だったのですね。

　その後人数が増えて、1981年（昭和56年）には、小学1年から3年までがケンジン
トン・アカデミー校に、小学4年から高等部まではシーホーム・ハイスクールに移転しま
した。そしてこの年から文部省派遣の校長が派遣され、名称もデトロイト補習授業校と
なりました。1984年の創立10周年記念の時には、児童生徒数は201名になり、第1回

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。

1973年　クランブルック・ブルックサイド校

1981年（昭和56年）

1987年（昭和62年）
ケンジントン校　入学式

に卵がぶつけられていたり、テレビでも日本車を叩き潰す場面が放映されたりと、駐在
の皆様にとって、大変苦しい状況が続いた期間がありました。その時期に心細い状況
で学ぶ子どもたちにとって、補習校で日本人の子どもたちとともに学び過ごす時間は、
きっと大きな安心と励みになったことでしょう。関係者の皆様にとりましても、さまざま
な制約の中で、補習校の運営を継続していくことは、並大抵の努力ではなかったこと
と想像します。厳しい時代も、在デトロイトの日本人の皆様が力を合わせて、子どもた
ちの学びの場を守り抜かれたことに心からの敬意を表したいと思います。
　
　1990年代に入ると状況は次第に改善し、それとともに児童生徒数も急激に増加し
て、創立30周年の2003年には、児童生徒数1074人になりました。この間、児童生徒
数の増加に合わせて、校舎が何度か移転しました。

1987年
　小学部　Kensington Academy
   中学部　Seaholm High School 

1989年
　小１～３　Kensington Academy
　小４～６  Covington Middle School
   中学部　 Seaholm High School

1996年
　小１～３　West Maple Elementary
　小４～高等部 Seaholm High School

2011年
　幼稚園部～高等部 Novi Meadows Elementary

2015年
　幼稚園部～小６　Novi Meadows Elementary
　中高等部　Novi High School

デトロイトりんご会補習授業校より

（次ページへ続く）

1985年（昭和60年）運動会

https://www.keikokikuchidental.com/


　補習校は土曜日のみが授業日であることから、創立以来ずっと借用校で授業を行っ
ています。創立から50年間、途切れず借用を継続できたことは、現地教育委員会のご
厚意によるものであり、感謝に堪えません。日本人の子どもたちが、いかに校舎を清潔
に大切に使用するかは、いつもお褒めをいただくことですが、それでも現地校の先生方
のご理解とご協力なしには、毎週、机や書架を移動し補習校の教室環境づくりをする
ことはできませんでした。

  特に、COVID-19により2020年度は一年間オンライン授業を行いましたが、ノバ
イ学校区は2021年度春から他に先駆けて対面授業の再開を決定しました。その際、
りんご会補習校も同時に対面授業への切り替えが認められたことは、多くの補習校の
中でも特筆すべき状況で、ノバイ学校区のりんご会補習校への特段のご支援に対して
大変感謝する次第です。
  創立５０周年の今年、この地で50年、子どもたちの学びを支え続けてきた本校の歴
史を、児童生徒とともに振り返りたいと思います。そして、生徒ひとり一人が、感謝とデ
トロイトりんご会補習授業校への誇りの気持ちをもって、これからも学び続けてくれ
ることを願っています。今後とも変わらぬご支援をいただきますようお願い申し上げ、 
新年のごあいさつといたします。     

　　　令和５年 １月

デトロイトりんご会補習授業校

校長　　林　る美 
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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。

2022年　運動会（ノバイメドウズ校フィールド）

  

ああけけままししてておおめめででととううごござざいいまますす。。  

今今年年ももよよろろししくくおお願願いい申申しし上上げげまますす。。

248-719-7439 

  

 

お弁当・日替わり・パーティトレイ

お惣菜・ケータリング

 

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

ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチ

　“いくらかのいいことがきっとある”― 
２年 ぶりに 訪 れ た O x f o r d の H o m e 
Grown BC。木枯らしが粉雪のように舞
い上がる大風の日に、2年前に訪れた
時と同じようにHome Grown BCは、温
かく、そして前向きなメッセージをくれ
た。

　コミュニティーで起こった悲劇には
“Oxford Strong”、そしてロシアのウクラ
イナ侵攻に際しては”Brew for Ukraine”
とニュースレターでメッセージ。この家族
経営のブリュー・ファミリーの曾祖父母・
祖父母はウクライナからの移民。大きな
出来事に対しコミュニティーとどう向き
合っていくか、を発信しているブリューワ
リーだ。

　フロアーは家族連れなどが訪れ、に

ぎやかな雰囲気で包まれていた。できる
限り自分たちの裏庭、地元Oxford、ミシ
ガン州から食材やホップ、モルトを調達
している。ローカルの調達サイクルの仕
上げは、醸造に使った麦芽は地元の牧
場の餌としてリサイクルされる。コミュニ
ティーと密着したブリューワリーだ。

　Mac & CheeseはAmerican Favorite
と呼ばれる人気のメニュー。アルフレッ
ド・ソースを絡めたマカロニにほんのり
焦げたチーズ、そこにグリーンオニオン
を散りばめた。焦げたチーズがなんとも
家庭的な感じがする。メニューは豊富
で、サラダ、サンドイッチ、そしてメイン
ディッシュにラーメン・ボール（HGBC 
Ramen。ライスヌードルと野菜を炒め
たスタイル）などユニークなものもあ

る。キッチンにも力を入れており、
フロアーからはキッチンスタッフが
生き生きとディッシュを用意する
様子が見える。料金も＄15程度で
リーゾナブル。

　注目のビールはWorld Beer Expo
で金メダルを受賞したOxford Ale 
(4.5 ABV.)。ゴールデンカラーのボ
ディーは、すっと飲めるが風味がよ
く感じられるエール。人気のビー
ル、というのも頷ける。Ru ck-A-
Chuck IPA (6.7 ABV.)はオーストラ
リアのGalaxyホップを使い、フルー
ティー。こちらはホップの風味を味
わいたい人にはおすすめ。

　ブリューワリーは１Fのダイニング
スペースのほか、Oxfordのダウンタ
ウンを見下ろせる２FのTeahouse、

Home Grown Brewing Company
28 N Washington St., Oxford, MI 48371

Tel: 248 800-4244
https://www.homegrownbrewco.com/

きっといいことがーー 、への願い
Home Grown Brewing Company

（左） World Cup Gold Medalに輝いたOxford Ale  
（右）当店ラインナップ  

バックヤードと広々としている。今年は、
バックヤードにキャノピーを建て、冬用
にイグルーを設置している。家族連れも
歓迎だ。今は冬だが、夏にはバックヤー
ドに砂場を設けてあり、子供たちもブ
リューワリーでの時間を一緒に楽しめ
るような工夫がされている。To go の16 
OZ-Can入りも販売している。好きなビー
ルを自宅でも楽しめる。

みんなが大好き！ Mac Cheese　   　　キッチンの様子

　不安や悲しい出来事が続く昨今、
Home Grown BCはいつもコミュニ
ティーと歩んでいる。元気をもらえる気
がするこのブリューワリーを応援してい
きたい。

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
https://www.med.umich.edu/jfhp/
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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

www.oneworldmarketinc.comwww.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 .45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017Clawson, MI 48017

日本食品 ・鮮魚・寿司バー・ 野菜日本食品 ・鮮魚・寿司バー・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

月～土　：  9am～8pm
　日　　：10am～8pm

電話： 248-585-2314 
グロッサリー： 
 月～土 :10am-7:30pm  日 : 11am-7:30pm

寿司バー： 

www.noblefish.comwww.noblefish.com
●　オンライン注文 ： 10am-6pm @ 

●　店頭での注文 ： 10am-6pm
●　●　電話注文： 10am-2pm  電話注文： 10am-2pm  
　（　（大皿や寿司パーティートレーの注文は前日まで）大皿や寿司パーティートレーの注文は前日まで）

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）   

『喧喧諤諤』新年１月号休稿のお知らせ：喪中につき、勝手ながら今月号の本欄は休稿とさせて
いただきます。日頃ご愛読あるいは斜め読みしていただいている読者の皆様にはお詫び申し上げま
す。２月号には寄稿再開する予定ですのでその節はよろしくお願い申し上げます。                  
                               執筆者：小久保　陽三　拝
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作り方

V a n  G o g h  i n  A m e r i c a

　先日、デトロイト美術館で開催中の「アメリカにおけるゴッホ展 (Van Gogh 
in America)」を観賞してきました。

　有名な自画像「麦わら帽子の自画像（1887年）」は、1922年にデトロイト美
術館が、アメリカの美術館として初めて落札したゴッホの作品。その100周年
を記念した企画展です。そして、オランダで生まれ、パリや南仏などを中心に
活動をしたゴッホの作品が、アメリカでどのように受け入れられ広がっていっ
たか、という切り口で展開されています。

　ゴッホの作品が大西洋を渡りアメリカではじめて展示されたのは、1913年
にニューヨーク、シカゴ、ボストンで開催された有名なアーモリーショー。その
時は合計21点のゴッホの作品が展示されたそうですが、1枚も売れなかった
そうです。世界的に有名な画家ゴッホですが、そんなこともあったとはびっくり
しました。

アメリカにおけるゴッホ展

　その中西部のセントルイス美術館のコレクションのひとつ「オーヴェールの
階段（1890年）」は、ゴッホが亡くなる数週間前に描かれた作品。緑色がさわ
やかで、静かで穏やかで平和な街並みです。ゆらゆらと揺れているような不思
議な感覚に陥ります。オーヴェールで、ゴッホは画家人生の集大成といわれる
２ヶ月余りを過ごし、８０点もの作品を描いたと言われています。１日１作品以上
ということになりますが、とてもエネルギッシュですね。

　展覧会の最後を飾る作品は、「ローヌ川の星月夜（1888年9月）」です。ゴッ
ホの好きな青と黄色の対比が美しく、キラキラと輝きを放つ作品。ロイヤルブ
ルーの川面、薄く灰色がかった孔雀青、草色の地面、藍と紫色の川向うの街。
黄色いガス灯、黄金色の水面の反射。み空色の夜空に浮かぶ北斗七星の輝
き。生き生きとした豊かな色彩の情景に長いこと見入ってしまいました。

この展覧会では、ゴッホらしい色彩豊かな自画像、風景画、静物画に加えて、
「これもゴッホの絵！？」という印象の作品も見ることができます。
情熱家であり、勉強熱心で、努力家で、そして優しく繊細であったであろう
ゴッホという人に触れることができて感動しました。

　デトロイト美術館、アメリカ各地の美術館のコレクションをはじめ、オランダ
のゴッホ美術館、世界中からゴッホの作品70点が一堂に会し展示されている
展覧会です。1月22日まで開催されていますので、ぜひ足をお運びください！

　そして1922年1月、デトロイト美術館
はアメリカの公立美術館として初めて
ゴッホの「麦わら帽子の自画像（1887
年）」を落札。そして、その後1926年に
シカゴ美術館、1932年にカンザスシテ
ィーのネルソン＝アトキンス美術館、
1935年にセントルイス美術館が続きま
した。アメリカにおけるゴッホの知名度
の拡大には、中西部の美術館が大きく
貢献したのだそうです。東海岸の大き
な美術館やエリートコレクターがリード
したのではないとは！驚きました。

オーヴェールの階段（1890年） ローヌ川の星月夜（1888年9月）

麦わら帽子の自画像（1887年）

　

『アメリカにおけるゴッホ  -Van Gogh in America』展　
デトロイト美術館 （DIA) にて　2023年1月22日まで　

DIAウェブサイト　https://dia.org/
デトロイト美術館理事、大光敬史さんが内覧会に行かれた時のレポートが、JCD（日本文化開発） 
ウェブサイトの「美術館訪問記」にあります。行かれる前にぜひこちらもご覧になってください。

 JCDウェブサイト　https://jp.jcd-mi.org　

レポートします！

Text: Toshiko Steffes　

『アメリカにおけるゴッホ  -Van Gogh in America』展　
デトロイト美術館 （DIA) にて　2023年1月22日まで　

DIAウェブサイト　https://dia.org/
デトロイト美術館理事、大光敬史さんが内覧会に行かれた時のレポートが、JCD（日本文化開発） 

ウェブサイトの「美術館訪問記」にあります。行かれる前にぜひこちらもご覧になってください。

             JCDウェブサイト　https://jp.jcd-mi.org　
 

https://www.noblefish.com
https://www.oneworldmarket.us
http://www.sunnypointe.com/
https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
https://dia.org/
https://jp.jcd-mi.org
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図1：田川松と国姓爺母子像 Koxinga and his mother in Japanese Fuku. Koxinga Ancestral Shrine(鄭成功祖廟)
Tainan , Taiwan by koika, CC BY-SA 3.0 <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=821165>

図2：児誕石：長崎県平戸市千里ヶ浜。Birth Rock of Zheng Chenggong, in Hirado, Japan
by Niccolo, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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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〜

Matsu Tagawa 田川 松
17世紀の初頭、日本では徳川家康が、江戸に徳

川幕府を打ち立てた頃、大陸でも大きな変化
が起ころうとしていました。この大激動の時代に台湾
の英雄国姓爺（こくせんや）を産み、育てた日本人の
ことはあまり知られていません。彼女の名前は田川松
（たがわ・まつ）。肥前国松浦郡（ひぜんのくにまつう
らぐん）の平戸（ひらど）で、平戸藩士田川七左衛門 
(たがわ・しちざえもん）の娘として1601年に生まれまし
た。平戸に住んでいた3歳年下の福建省生まれの鄭芝
龍（ていしりゅう）と結婚し、1624年、鄭成功（ていせ
いこう）を生みました。鄭成功の幼名は福松。今日のお
話は、この鄭成功、のちに国姓爺と名乗り、オランダの
植民者を打ち破り、台湾の守護神となった英雄とその
母の物語です。

 さて、14世紀に打ち立てられた漢人の政権である明
（みん）が李自成（りじせい）の反乱で滅び、明朝最後
の皇帝の崇禎帝（すうていてい）が1644年、北京紫
禁城（しきんじょう）の裏山で首を吊って自殺すると、
満州で建国して勢力を伸ばしていた女真族（じょしん
ぞく）の清(しん）が万里の長城を超えて北京に攻め込
み、李自成軍を紫禁城から追い出して、北京を首都と
する大清帝国を打ち立てました。これに対して、中国大
陸南部に避難していた明朝の皇族と官僚は、南明を建
てて清に抵抗しました。この大乱世に登場したのが国
姓爺です。

　まずは、父、鄭芝龍はどんな人だったのでしょうか？

　鄭芝龍は、1604年、福建省生まれ。17−8歳の頃、
不行により父に勘当されました。この不行については、
様々な説があり、父の妾のスカートの下に手を入れて
いるのが見つかったためだとも言われています。家を
追い出された後、キリスト教の洗礼を受けたあと、鄭芝
龍は商船に乗り、日本の平戸で徳川幕府との間の朱
印船貿易の長であった李旦（りだん）の配下で頭角を
現し、1624年、平戸で日本人田川松との間に息子福
松、のちの鄭成功（ていせいこう）をもうけました。そ
の後、鄭芝龍は李団の右腕として、メキメキと勢力を伸
ばし、李団の死後、その跡を継いで南シナ海を統括す
る大海賊として、400隻の船と1万人の配下を持つまで
となり、彼の率いる十八芝（シバチ）海賊軍団は、福建

省及び南シナ海全域とを制覇するようになりました。
明は、鄭芝龍に攻撃をかけましたが、鄭芝龍は、明の
軍団を破り、敗れた明は、懐柔策に転換し、鄭芝龍に
明の海軍大将になるよう説得しました。こうして、1628
年、鄭芝龍は明の海軍大将となりました。鄭芝龍は母
国語の他に日本語、ポルトガル語およびオランダ語が
話せたと言われています。しかし、鄭芝龍の運はここま
ででした。明が1644年、李自成の反乱で滅び、清朝が
成立し福建省に侵攻してくると、1646年、鄭芝龍は明
を裏切り、福建省に亡命政権を立てていた明の皇帝隆
武（りゅうぶ）を清に売り、清に投降しました。その後
鄭芝龍は清に取り立てられ、北京に住みましたが、息
子の鄭成功が、清に反旗を翻し、鄭芝龍はその説得服
従工作に失敗したため、清から官位を剥奪され、1661
年、処刑されました。享年57歳。

　次は母、田川松の話です。

　1601年、肥前国平戸藩士の田川七左衛門の娘とし
て生まれました。当時平戸を根拠地として活躍してい
た3歳年下の明国福建省の海商、鄭芝龍（ていしりゅ
う）の妻となり、1624年田川福松（のちの鄭成功・て
いせいこう、国姓爺・こくせんや）、続いて田川七左衛
門（祖父と同名）の二人の息子を産みました。福松が 
7歳になった1631年、福松は父のいる福建州に渡りまし
た。松は、しばらくして福松と鄭芝龍を追って、福建省に
渡りました。この時幼い七左衛門は、田川家の後継とし
て平戸に残されました。1646年、清による福建州侵攻
の際、田川松は、清軍に邸内に攻め込まれて清国への
服従を要求されましたが拒否し、自害しました。享年45
歳。日本の平戸市の千里ヶ浜に、田川松が貝拾いをして
いる最中に産気付き、岩にもたれて鄭成功（ていせいこ
う）を出産したとして、その岩が児誕石として顕彰されて
いる史跡があります。鄭成功の弟、田川七左衛門の子
孫は今も平戸市に在住していると言われています。

　さて、国姓爺の話です。

　1624年、肥前国平戸（現在の長崎県）に明の海賊
鄭芝龍と日本人の母、田川松の間に生まれました。幼
名福松。7歳まで平戸で母のもとで過ごし、1631年、
明朝支配下の福建省に父を訪ねて移り住みました。

1646年清が福建省に侵攻してきた際、父鄭芝龍は清
に降伏投降しましたが、鄭成功は、父に従わず、残っ
た将軍たちを率い、南明の隆武（りゅうぶ）皇帝をいた
だいて、福建省で明朝復興のための戦いを開始しまし
た。鄭成功は、隆武帝に国姓爺（こくせんや、皇帝から
国家の姓を授けられたもの）の姓を賜り、また成功とい
う名も授かりました。鄭成功は国姓爺の名前を好んで
使いました。鄭成功は、当初破竹の勢いで清朝政府軍
を撃破し、南京に迫る勢いでしたが、一気に南京を攻
めることをためらい、大軍を整えてから攻撃する方針
に切り替えたため、清朝軍は息を吹き返し、鄭成功は
南京攻略に失敗しました。その後、鄭成功はオランダ
の植民地となっていた台湾に侵攻し、台湾の原住民と
協力してオランダ軍を破り、1661年、台湾に鄭（てい）
朝を打ち立てました。鄭成功は、台湾原住民に農業を
教えました。またフィリピン攻撃も計画し、当時フィリ
ピンを支配していたスペイン人たちは、鄭成功の攻撃
に備えて、南部のミンダナオ統治を諦めて北部に兵力
を回さざるを得ませんでした。鄭成功は台湾を根拠地
として、本土への反抗の機会を窺いました。しかしそ
の夢は叶わず、1662年マラリヤで死亡しました。江戸
時代の人形浄瑠璃作家近松門左衛門は、国姓爺を

たがわ　まつ

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/

台湾の英雄国姓爺を産み育てた田川松(1601−1646)

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！

題材にした国性爺合
戦（こくせんやがっ
せん）を制作し、大
ヒットとなりました。
台湾人の間では、
鄭成功は国姓 爺、
Koxingaと呼ばれ、
台湾の守護神として
篤く信仰されていま
す。享年38歳。

図1

図2

https://www.sushidenonline.com
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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。

で1位リードしながら18番で14を
叩き、本戦出場のチャンスを逸した
ルーク・チズム。18番ホールのフェ
アウェイでルークとキャディのお父
さんは口論になり、お父さんはバッ
グを置いてそのまま歩き去ってしま
います。ルークは試合を終え、怒り
に任せて車を走らせているうちに
運転をあやまり、農園のフェンスを
壊して牛の肥溜めに突っ込んでしま

　新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 「ひと月1作品」、今月は2011年に発表された映画”Seven Days in Utopia”をご
紹介します。ゴルフのプロツアーを目指す若者が、人口375人の小さな町Utopia, 
TXで過ごした7日間を描いた映画です。

 PGAツアーの予選と位置付けられたテキサスのローカルな試合で、17番ホールま

いました。そこで助けてくれたのは、地元の老人ジョニーでした。ジョニーは昔わけ
あって引退したツアープロでした。「もしこのユートピアで僕と一緒に7日間過ごし
たら、ゴルフが変わるよ」とジョニーはルークに優しく話しかけます。翌日からジョ
ニーのユニークなゴルフレッスンが始まりました。

 1日目、ジョニーはルークに革の手帳を渡し、「君はグリップをどうしてそう握るの
か、スイングはどうしてそう振るのか、セットアップからフォロースルーまでの全て何
をどうしてそうするのか、君の『信念』をこの手帳に書きなさい」と言いました。プレ
イ中に誰が何を言っても、何が起こっても、自分を失わないためには信念がはっきし
ていないといけないのだと、ジョニーは言いました。

　2日目は、川へ行きボートの上に立ってフライフィッシングをするよう命じられま
す。魚がルアーに食いつくのはお腹が空いているからではなく、水面をちょんちょん
と跳ね回るだけで水中に入ってこない義餌に腹が立つからである、相手が怒れば怒
るほど自分は冷静に。重要なのはリズム、バランス、忍耐、そして感情のコントロー
ルである、とジョニーは言いました。なるほど。

　3日目は、グリーン脇で絵を描きます。もし木の陰にボールが飛んでしまったら、
真横のグリーンに乗せるにはどうしたらいいのか。何ヤード飛ばして土手に当てて、
などと頭で考えるのではなく、絵を描くかのようにただ客観的に景色を見なさい。
あとはボールが行くルートを頭に描くだけ。うーむ…深いです。

　4、5、6日目と進むにつれて、ルークはスコアメークに大事なものはスキルではな
いこと、そして人生にはスコアよりももっと大事なことがあることに気付き始めます。
そして最終7日目のレッスンは、お墓の前でした。まっさらの墓石の前に掘られた穴
の中には小さな箱が入っていました。箱の中には、1本の鉛筆、2枚の便箋、ジョニー
からの手紙と聖書が入っていました。

　無事に7日間のレッスンを終えユートピアを離れる際に、スポンサーの特別枠で
目標にしていたテキサスオープンに出場できることになったと、ルークはジョニーか
ら告げられます。さあ果たしてルークは本番でどんなパフォーマンスを繰り広げるの
か、喧嘩別れしていたお父さんとの関係は…。まあなんとなく想像はつくと思うので
すが、なんと映画の中でも試合で最後のパットが入ったかどうかは、教えてくれてい
ないのです。ジョニーはキッパリと言います。「パットが入ったか入らなかったかより
も、人生はもっと深いものなのだ」と。

　PGAの全面協力のもと、試合のシーンではKJチョイやリッチ・ビーム、リッキー・
ファウラー、スチュワート・シンクなど当時の本物の選手が登場します。そして作中、
最後のシーンに映ったのはこのURLでした。didhemaketheputt.com。

　美しい景色、ユニークな展開、ロバート・デュバルの名演技が光る素晴らしい作
品でした。　機会があればぜひご覧ください。

(参照：”Seven Days in Utopia” ©︎2021 Utopia Films, LLC. By Matt Russell）

<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)

https://www.yamatoamerica.com/


睦 月 如 月 弥 生

卯 月 皐 月 水 無 月

文 月 葉 月 長 月

神 無 月 霜 月 師 走
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J an  1  S un N ew Ye ar ' s  D a y
J an 16  Mon Mar t in  Lu t he r  K ing J r.' s  B i r t hday 
Feb 20      Mon G e org e Was h ing ton ' s  B i r t hd a y 
May 14 S un Mot he r ' s  D a y
May 29  Mon Memor ia l  D a y

Jun  18  S un Fa t he r ' s  D a y 
Jun  19 Mon Juneteenth National Independence Day
Ju l    4   Tue I nd ep end ence D a y 
Sep  4   Mon L ab or D a y
Nov 11 S a t Ve t e rans D a y

Nov  23  T hu T hanks g i v ing D a y
D e c 24      Sun Chr i s t mas D a y E ve
D e c 25      Mon Chr i s t mas D a y
D e c 31  S un N ew Ye ar ' s  E ve
               

January February March

Apr i l May June

July August September

October November December

むつき
いちがつ

令 和 五年

にがつ さんがつ
きさらぎ やよい

しがつ ごがつ ろくがつ

しちがつ はちがつ くがつ

じゅうがつ じゅういちがつ じゅうにがつ

うづき

ふみづき

かんなづき

さつき 

はづき ながつき

みなづき

しもつき しわす

J an  1　S un 
J an 9　 Mon  
Feb 11　S a t 

元 旦 (２日振 替 休日）
成 人の日
建国記 念の日

天 皇 誕 生日
春 分の日
昭和の日

Feb 23　T hu 
Mar 21   Tue
A pr 29　S a t

憲法記 念日
みどりの日
こどもの日

Ma y 3　We d
Ma y 4　T hu
Ma y 5　Fr i

J u l y  17　Mon
Aug 11　Fr i
S ep 18　Mon

海の日
山の日
敬老の日

S ep 23　S a t
Oc t  09　Mon
N ov 3　 Fr i
N ov 23   T hu
 

秋分の日
スポーツの日
文化の日
勤労感 謝の日
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

動物に関する言い回し　（1）動物に関する言い回し　（1）

〜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〜
−−１5 4１5 4 −−

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします

　以前に干支の動物に関する言い回しについて見ていきました。残念ながら干支に
選ばれなかった動物たちを今年は見ていきましょう。その代表は何といっても「猫」で
す。猫は昔から犬とともに家で飼われるペットの代表。それだけに猫にまつわる言い回
し、慣用句などは沢山あり、恐らく何回かに分けることになるでしょう。そして猫は日本
ばかりでなく英語圏においてもペットとして愛されています。ですから、英語の言い回し
も見てみたいと思います。

まず「猫を被る」ですが、これは “She pretended/feigned innocence.” （彼女
は猫を被っていた）がわかりやすいでしょう。面白い表現として、“She looked as if 
butter would not melt in her mouth.” なんていう言い方もあります。また、“It’s 
all put on.” とも言います。「猫ばばする」というのは、猫がばば（糞）に砂をかけて隠
す習性があることから来ており、“He embezzled/pocketed the money” (彼はそ
の金を猫ばばした)のように使います。

「借りてきた猫」とは、猫が知らない家に連れて来られるとおとなしくおどおどとした
態度を取ることからきていますが、これはそのまま “a borrowed cat”、あるいは説
明的に “He suddenly became quiet and meek.” と言えばいいでしょう。「猫の
額（ひたい）」とは狭い場所のことを指しますから、“tiny area/surface” です。「猫
舌」は “I have a cat tongue.” と言っても通じません。“I’m very sensitive to very 
hot food and drink.” と言えば通じます。

　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　

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

通訳 - 対面・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）（対面又はオンライン）

通訳者養成講座（オンライン）

 

 

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。

2023年度は1月3日より営業いたします。

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

https://www.suzukimyers.com/
https://CenterraPointe.com
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～帰国生の英語力の保持・向上が期待できる～

レベルアップが進む日本の英語教育レベルアップが進む日本の英語教育

筆者プロフィール：丹羽　筆人　 米日教育交流協議会・代表 筆者プロフィール：丹羽　筆人　 米日教育交流協議会・代表 
　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。

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

　文部科学省は、2027年度までに達成を目指す中
高生の英語力水準について、中学３年は「実用英語
技能検定（英検）３級」相当以上、高校３年は「英
検準２級」相当以上の生徒割合を、それぞれ「６割
以上」とする方針を固めました。また、小学校では
2020年度、中学校では2021年度、高等学校では
2022年度から学習指導要領が改訂され、英語力の
強化が図られています。

　新学習指導要領では、従来は小学５・６年生を対
象として行われていた「外国語活動（英語）」の授業
が前倒しとなり、小学３・４年次からスタートしてい
ます。小学５・６年次からは英語が教科となり、「外
国語科（英語）」が導入されています。小学３・４年
では「聞くこと」と「話すこと」が中心で、小学５・６年
では「読むこと」と「書くこと」が追加されています。 
また、中学の一部の内容、助動詞（can, doなど）で
始まる疑問文／不規則動詞の過去形（I went to …
など）が移行し、600～700語の語彙を履修します。

　中学校では、授業は英語で行うことが基本とな
り、高校の一部の内容、主語＋動詞＋目的語＋原
形、不定詞、感嘆文、現在完了進行形、仮定法など
が移行し、学ぶ語彙は旧課程の1,200語程度から
1,600～1,800語程度に増加しています。

　高校では、科目構成の変更や新設があり、英語コ
ミュニケーションⅠ・ Ⅱ・Ⅲと論理・表現Ⅰ・Ⅱ・ Ⅲ
の６科目となり、学ぶ語彙は旧課程の1,800語程度
から1,800～2,500語程度に増加しています。

　このように日本の学校の英語教育のレベルが上
がっていることは、英語圏からの帰国生にとっては
朗報だと言えるでしょう。また、このような動きに伴
い、中学・高校・大学入試における英語の出題にも
影響が及んでいます。大学入試センター試験に代
わった大学入学共通テストでは、４技能（読む・書
く・聞く・話す）の実力を図るために英検やTOEFLな
どの外部機関のテストの導入は見送られましたが、
４技能の実力を図ることは引き続き検討されていま
す。また、東京外国語大学や東京女子大学では英語
スピーキングテストを実施していますし、昨年11月の
都立高校入試の英語では、スピーキングテストが実
施されました。英語リスニングテストの実施はすでに
広まりつつありますが、英語スピーキングテストも増
えると思われます。

　一方、帰国生入試においては、すでに英 検や
TOEFLを利用しているケースがあります。大学入
試においては、TOEFLの重要性が高まっており、
TOEFLのスコアを出願基準点として利用している大

学や、英語の試験の代わりにTOEFLのスコア提出
を必須とする大学が増えています。出願基準点とし
てTOEFLのスコアを利用している大学では、120点
満点中60～70点台のスコアを基準点としています。
TOEFLのスコアの提出を必須としている大学では合
格者の多くが80点以上や100点以上のスコアを獲得
しています。高校入試においては、英検準1級以上の
合格やTOEFLのスコアが79点以上であれば推薦入
試の出願資格を与える学校や英語の試験を免除す
る学校もあります。海外滞在中の英語力の向上が帰
国後の進学で有利となると言えます。

英語で授業を行う学校も存在

　また、帰国予定のご家庭では、海外生活で向上し
た英語力を維持したいと希望していることと思いま
す。日本国内の学校には、英語で授業を行うイマー
ジョン教育を行っている学校や国際バカロレア（IB）
プログラムの授業を英語で行っている学校があり、
さらに最近では、すべての授業を英語で行う全寮制
のインターナショナル・ボーディングスクールが続々
と開校しています。インターナショナルスクール・オ
ブ・アジア軽井沢と国際高等学校は、国際バカロレ
ア（IB）と日本の高校卒業資格を取得できます。その
他これらの学校を下記枠内にリストアップします。

小学校：ぐんま国際アカデミー、幕張イ
ンターナショナルスクール、暁星国際、
LCA国際、加藤学園暁秀、京都聖母学
院、同志社国際、香里ヌヴェール学院、
アサンプション国際、ノートルダム清心女
子大学附属、英数学館、福岡雙葉、リン
デンホールスクール、沖縄アーミークスイ
ンターナショナル

中学校：ぐんま国際アカデミー、暁星国
際、三田国際学園、加藤学園暁秀、立命
館宇治、

高校：ぐんま国際アカデミー、三田国際
学園、加藤学園暁秀

小学校：サニーサイドインターナショナルス
クール

中学校：昌平、玉川学園、加藤学園暁秀

中等教育学校：札幌市立札幌開成、

高校：ぐんま国際アカデミー、玉川学園、都
立国際、加藤学園暁秀、名古屋国際、立命
館宇治、AICJ、リンデンホールスクール

インターナショナルスクール・オブ・ 
　　アジア 軽井沢（長野県軽井沢町）

国際高等学校（愛知県日進市）

ハロウ・スクール（岩手県八幡平市）

白馬インターナショナルスクール 
         （長野県北安曇郡）

ラグビー・スクール・ジャパン 
  （千葉県柏市）

　

日本語力の伸長に影響があることも　

　先述したとおり、日本の学校の英語教育のレベルは全体的に底
上げしていますので、帰国後の英語力の保持や向上は期待できる
と思いますが、より高いレベルを希望する場合には、上記のような
学校を選択すると良いでしょう。ただし、イマージョン教育を行っ
ている学校やインターナショナル・ボーディングスクールは、日本
語力の伸長に影響を与えることもあります。また、国際バカロレア
（IB）プログラムの受講のためには追加費用がかかったり、授業
時間数が増加したりすることもあります。そして、インターナショナ
ル・ボーディングスクールの寮費を含めた学費は高額であることは
否めません。各校の詳細を確認して、ご検討ください。

イマージョン教育を行っている学校の例

イマージョン教育を 
　　行っている学校の例

国際バカロレア（IB）プログラムの 
　授業を英語で行っている学校の例

インターナショナル・ 
         ボーディングスクールの例
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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

1月のイベント 2023年1月3日～1月31日の間、Eメールにて無料でご相談を
お受けいたします。

Driving in the Snow and Ice
 雪や凍結している時の運転　 

冬が来ました！雪も降ります！雪や凍結している時の運転のヒントと会話例がこちら 
です。安全運転を、そして気を付けてくださいね！

会話のヒント：
If you get stuck in the snow：雪に埋まってしまったら

A. Do you need help getting out of the snow?  
  雪から出られるようお手伝いしましょうか。

B. Oh, yes, please.　　  ああ、お願いします。

A. I can shovel you out. 　シャベルで雪をかきますね。

B. If it doesn't work, can you push me out?  
  ダメなようなら、押してもらえますか？

A. Sure, I'll try! 　　     もちろん。やってみましょう！

If you are in an accident (calling the police)： 事故にあってしまったら（警察を呼ぶ）
A.  9-1-1, what's your emergency?　9-1-1 です、どうしましたか？

B. Hi.  I was in a car accident on ___ Road/Highway, near ___.
  はい。___ Road/Highway の ___ 近くで事故を起こしてしまいました。

A. Okay, how many cars are involved?  
  分かりました。車は何台関与していますか？

B. Two cars.　 2 台です。

A. Is anyone hurt? 　ケガをした人はいますか？

B. I'm not hurt, but I don't know about the other car. 　
  私は大丈夫ですが、他の車については分かりません。

A. Okay, someone will be there shortly. 
  分かりました。すぐに誰か（警察）が到着します。

B. Thank you. 　    ありがとうございます。

AAA'S TOP 1 0  TIPS FOR WINTER DRIVING
 
1. 自分の車や他人の車のフロントガラスに雪が吹きかからないように、エンジンを 

かける前は車体に積もった雪を払いましょう。

2. 降雨や降雪時、また気温の低い時はクルーズコントロールを使わない。

3. ４輪駆動での運転は、動きがいいのですが早く車を停止させることはできません。

4. 自分の車のブレーキシステムについて理解しておきましょう。anti-lock ブレーキ機
能がある車の場合、ブレーキを強く踏むと小刻みにブレーキがかかるので、停止す
るまでの間、車の滑りを抑えます。

5. 常に道路状況に合わせたスピートで運転しましょう。

6. タイヤがスリップする可能性もあるため、前の車との距離を８秒〜１０秒ぐらい空け
ましょう。（通常は３秒〜４秒）

7. 作業車や除雪車などの車のために十分なスペースを空けましょう。少なくても１５台
分の車間（２００フィート）を空け、追い越しをする場合は左側から追い越しましょう。

8. 橋や交差点の路上が凍ってないか気をつけましょう。（パーソナルヒント：進入する
前に一度ブレーキをかけて確かめましょう）

9. もし、雪にはまったら、ハンドルを真っ直ぐにして、ゆっくりアクセルを踏みましょう。
タイヤの下に砂や猫のトイレ用砂を撒くとタイヤがスピンするのを防げます。

10. もしタイヤが滑ってしまったら、行きたい方向を見続けてハンドルを操作しましょう。
丘を登る途中でタイヤがスピンしたり滑ったりしてしまった場合、少し減速し、ゆっ
くりとスピードを出していきましょう。（パーソナルヒント：雪の積もった丘や凍結し
ている道を下る時などギアをセカンドにするとスリップするのを防げます）

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     

　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します！

　早速ですが、今僕が使っているアイアンはSrixonのZ-Forged という難易度が高い
ギアを使っております。比較的他のメーカーさんに比べたら優しくて距離も伸びます。
このアイアンを２年ほど使っておりますが、販売開始が約４年前になります。これとい
うのはすごく珍しいんです。アメリカのメーカーさんは毎年、日本は２年おきにモデル
チェンジというのがトレンドです。そういう中４年も販売しているというのは凄いこと
です。僕の見解は恐らくコロナの影響で物資が滞っていたということも理由の一つだっ
たと思います。僕も注文して半年待ちました。今なんでもそうだと思いますが、未だに
物資の滞りが続いているようです。12月に利上げを予測させなかったのが現実には12
月半ばで利上げに踏み切りました。今後も少しづつ上げつつ、下げることはなさそうで
２０２３年も不安になるようですが、ゴルフでもしてみなさん楽しみましょう！

　お酒を美味しくいただくために食生活が重要だと思っております。肉や炭水化物ばっ
かり食べている時期に飲むと酔いが早く飲んでてもダルくなってしまいます。ゴルフも
一緒で、野菜中心生活になると飛距離も方向性も安定しているような気がします。食
事もバランスが大事ですが、身体の調子を疑うときに私はキムチ、ベーコン、玉ねぎを
炒めて（豚キムチと言い切っている）ご飯の上にぶっかけて食べてます。肉と炭水化物
やん！！！　いやいや。ここで重要なのはキムチ。キムチを食べると身体の中がキレイに
なる感じがするので......　じゃーキムチだけ食べてろ〜っていうことになりますが、自分
なりの食事コントロールです。やっぱり野菜が重要ですね。人によって元気が出る食べ
物ってあると思います。年齢によっても異なっていくと思いますが、みなさんはどんな
ものを食べていますか？  僕は「豚キムチ」でした。

<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

https://www.godaiko.com
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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、2023年明けましておめでと
うございます。今年もDr.K相談室をよろしくお願

いいたします。ウクライナ危機とともに到来した円安・
インフレの中、エネルギーと食料の多くを輸入に頼る日
本も打撃を受けていますが、今年こそは明るい一年にな
るといいですね。今月の質問は「ミシガンママ」です。

  　　＊＊＊
＜今月の質問＞　　　

　桑原先生、こんにちは。まだ幼い息子がいるの
ですが、自分は子育てに向いていないとつくづくイ
ヤになります。自分は小さい頃に親の愛情を受け
て十分に育っていません。私が小学校の頃に父親
が家を出て行きました。母はひとりで私を育ててく
れました。それには感謝はしつつも、かなり乱暴な
方で、機嫌が悪いとよく私に当たっていました。自
分が母親になったらそうした親にはなりたくない
という思う反面、息子が食べ物の好き嫌いを言っ
たり、ぐずるとイライラしてしまいます。もう少し心
に余裕をもちたいのですが、どうしてもそれができ
ません。思うようにいかないとどうしても怒鳴って
しまいます。自分が愛情をもらわなかったせいか、
結局自分も、自分の親と変わらないじゃないか、
とか思ってしまい、いつも自己嫌悪してしまいま
す。ここでは相談できるほどのママ友もいません。
どうしたら子育 てがうまくいくのでしょうか。 
  　 　  
  　　　＊＊＊

　このDr.K相談室が2021年8月号に始まってから以
来、このようなシリアスなご相談をいただいたことがな
く、恐縮しながら読ませていただきました（汗）。実は
このご相談は数か月前にいただいていたのですが、どう
お答えするべきか、私の考えを整理する必要もあり、今
号までお時間がかかってしまったことをまずお詫びいた
します。

　ミシガンママさんのご質問にお答えする前に、私の
経歴について少しだけ説明させてください。私は現在、
小児神経科医として勤務していますが、「小児神経科っ
て何をするお仕事ですか？」とよく聞かれます。一般の
方々には、なじみの薄い科のようです。日本人のみなら
ず、実はアメリカ人にも聞かれます。簡単に言うと、こど
もの脳や脊髄といった神経とそれにつながる筋肉に関
わる「からだの病気」を主に診療しています。よく「小
児精神科」と誤解されますが、小児精神科はカウンセ
リングや薬物治療を用いて、主に「こころの病気」を対
象にします。しかし、中には発達障害（自閉症や注意欠

陥・多動性障害（ADHD））のように、どちらの科でも
フォローしている病気もあります。そのため、アメリカで
小児神経科医になるためには、研修医の間に、小児精
神科や思春期学のトレーニングを受けることが必須に
なっています。

　私がハワイ大学で小児科研修医だった頃に、思春
期の問題である非行・薬物・性感染症・避妊などにつ
いて学ぶため、更生施設や少年院にも行きました。
日本の小児科ではなかなか学べない分野です。少年
院で出会ったある17歳の女の子のことは今でもよく
覚えています。その子はすでに1児の母で、初診時に
「あなたは日本人ね」と話かけてきました。その理由が
「“Marijuana”は「マリワナ」と発音するの。私はワイ
キキのストリートでドラッグを売ってたけど、日本人は
みんな「マリファナ」と発音するから、日本人だとわか
るわ」。意外かもしれませんが、ハワイの更生施設や少
年院では、こうした問題のある子たちが予想に反してと
ても素直で、きちんと会話してくれる子がほぼ大多数で
した。しかし、どこか怯えていたり、虚勢を張っている
ような印象を受けました。社会的に行き場を失いつつ
ある中で、心のどこかで平安や周囲とのコミュニケー
ションを求めていたのかもしれません。

　私の母は助産師で、「人は成育歴」と私によく話して
いました。ミシガン小児病院では、からだだけではな
く、こころも病んでいるこどもたちによく出会うのです
が、そのたびに母のその言葉が思い出されます。幼少期
の親の愛情は自己肯定感に欠かせません。「私は親に
愛されて育った、だから自分は生きるに値する人間だ」
というポジティブな感情は、通常の家庭で育てば、自然
と備わるものです。人生では多々困難に出会いますが、
この自己肯定感がしっかり育っている子は、自分の力で
そうした困難を克服できるようになります。しかし、不
幸にして物理的・精神的に親から断絶されたり、家庭
環境に問題があると、この自己肯定感を育むことが難し
くなります。

　自己肯定感が低い方の特徴として、自分を必要以上
に否定しまう「認知の歪み」があります。簡単にいうと、
精神的に疲れると「どうして私だけが〜」「〜なのに」
「〜しなければいけない」「〜してくれない」「〜に違い
ない」といったネガティブな感情になってしまう、言わば
「心のクセ」です。こうした感情に陥ることはみなさん
もあると思いますし、誰しもがこうした心情をある程度
抱えているのは当たり前なのですが、これが極端にな
ると心に余裕がなくなり、生きづらくなってしまいます。
また、自己肯定感が極端に低いと、自分を守るためにプ
ライドを高くして生きようとして、周囲と軋轢をきたしま

Vol. 18：育児に関するネガティブな思考について

す。ミシガンママさんはこれを読んで、ご自身に当ては
まる部分はございましたか？

　もしこうした「認知の歪み」が多くあって、それで生き
づらさを感じているのであれば、少しずつ修正していく
ことで心が楽になるかもしれません。「だって人間だも
の」という相田みつをの詩はご存じですか？　まさにこ
の詩が唱えるように、この世に完璧な親などいません。
私自身、2児の父親となって、妻と必死に仕事と家庭を
やりくりしている中で、「自分は無二の存在である」「自
分の代わりは誰にもできない」ことにこの年齢になって
やっと気づきました。そして、自分がこどもだった頃に、
我が親がどんな気持ちだったかを客観的にたどり、子
育てを通じてこども時代をもう一度生きなおして、未だ
自分に足りない部分を補填している毎日です。ミシガン
ママさんのように、息子を叱りすぎて自己嫌悪に陥るた
びに思います。「だってお父さんだもの」。

　心に自然に浮かんでくるネガティブな感情は否定す
る必要はありません。道を一直線に進む必要もありま
せん。全てにおいて正しくあろうとする必要もありま
せん。難しく考える必要もありません。ただ１つだけ 
一緒に考えてみませんか。『かけがえのない目の前のお
子さんと向き合うということは、過去のあなたと向き合
うことでもあります。まだこどもだった当時の自分に何
かアドバイズできるとしたら、どんな言葉をかけてあげ
たいですか？』。ご自身をもう少し褒めてねぎらってみ
てはいかがでしょうか。2023年がミシガンママさんに
とって、より良い年になることを祈っています。

　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
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。

◆　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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■ 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
　s m o c h i z u k i @ y a m a t o a m e r i c a . c o m

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   
l inguasci@aol .com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／＄２０
・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（カード支払）２５日（カード支払）

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

■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 
 

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

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

クラス・稽古

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

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、マジックストレートパーマ 
♢ 女性・男性 トータルヘア（各種パーマ・カラーリングも）  

 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

◆ Hair cut price:
     Woman $35   ・   Men $25 ( Free shampoo )
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　粉雪がさっとちりばめられたような
12月17日、デトロイトりんご会補習授
業校の中・高等部のミニ文化祭が行
われた。昨年ノバイ高校のオーディト
リアムでの開催は再開されたが、保護
者の招待は3年ぶり。

　開会式のあいさつに立った林校
長は初冬の悪路にもかかわらず来
校した保護者に感謝の気持ちを述
べ、「今年度のテーマ“未来”について、

デトロイトりんご会補習授業校イベントレポート   

     中・高等部 ミニ文化祭開催 ！ミニ文化祭開催 ！

 

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

www.kobylearn.com 

 

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   
  

 

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！ 

新規受講の方対象 

 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。 

（有効期限 1/31/2023) 

高1 水田エミリアさん　古里芽吹さん作品

中1 夫馬綾花さん作品中3 ギルマン キャシディさん作品

来年50周年を迎える補習校の未来を考えた。次の50年後、どんな補習校に
なっているか、夢、未来を感じたい」というメッセージを生徒・保護者に向けて
語った。今回、３作品の力作がポスターとして会場掲示等に採用された。（写
真右。学年等は応募当時）。

　中・高等部の全9クラスが、ダンス、テレビショー、クイズ、劇、ビデオ発表、
楽器の生演奏、光とダンスのパフォーマンスなど、それぞれ趣向を凝らし発表
した。創意と熱気で包まれた文化祭は閉会式の佐々木教頭の音頭による三々
七拍子で締めくくられた。　

ミニ文化祭クリップ

開会式で挨拶を述べる林校長

採用された2022年ミニ文化祭ポスター３作品

https://kobylearn.com
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          JBSD50周年記念コンサート
              スペシャルゲスト岸谷　香  
Date:    2023年 1月 29日（日） 
             12:30pm-4pm (受付11:30am)  
Place:   Suburban Collection Showplace  
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
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

MI  ◆　ミュージカル LES MISÉRABLES
 Date:     現在開催中 〜 2023年 1月 8日

　 Place:　Fisher Theatre　
  3011 W. Grand Boulevard Detroit, Michigan 48202  
詳細はこちら：  https://www.broadwayindetroit.com/

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

MI  ◆　JBSD デトロイト日本商工会　新年会イベント

●コービー・ラーニング・グループ
“New Year・New Start Campaign”

ニューイヤー・ニュースタート・キャンペーン

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では1月度キャンペーンとして
新規入学の方にはクラス1月受講料から40ドルを割引！！

在校生でクラスを追加される場合は
1月受講料から20ドル割引！！

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！

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

Are you a Japanese company operating in Michigan or 
Ohio? Do you need talented individuals to fill a position 
at your company?

This job fair is for candidates interested or curious 
about working in the U.S. at Japanese companies, 
using the Japanese language in their career, or 
working in Japan-related fields. Employers will 
have opportunities to meet and speak to job seekers 
and discuss any current or potential positions. Free 
parking available. Register now at  
https://bit.ly/2023jobfaircompanies

Address: Suburban Collection Showplace 
46100 Grand River Ave, Novi, MI 48374 
Date & Time: January 29, 2023, 9am-12pm

About JETAA & Great Lakes JETAA 
The JET Programme Alumni Association (JETAA) is a self-supporting 
alumni association which was created to strengthen and maintain the 
bonds of friendship developed between JET Programme. Great Lakes 
JETAA work to support JET alumni in Michigan and Ohio.

Great Lakes JETAA presents

2023  
J A P A N E S E  
Job Fair

Jan. 29, 
2023, 

9 am-12 pm

SUBURBAN  
Collection  

SHOWPLACE

Taft Rd.W 11 Mile Rd.

Grand River Ave.

I-96

Beck Rd.

12 Mile Rd.

Suburban
Collection
Showplace

ジョブフェア情報

https://www.eastbrookedental.com
https://www.moosepastryandtea.com/
https://jbsd.org
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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
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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   

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

▶︎

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

https://www.novidentists.com
https://www.lazarspinalcare.com
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin

