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GUIDE TO GET A JOB

2017年の米国就職市場

就職活動と一口にいっても、日本での

就職活動と在米の日系企業を対象とし

たものでは何が根本的に違うのかについ

て、おさらいしておこう。アメリカで年

に4回のキャリアフォーラム（他にグルー

プ会社として日本で4回、イギリス1回、

オーストラリア1回、中国1回）を開催

しているDISCO International（以下

DISCO）社長の秋本浩児氏は、新卒に

絞った場合としてその違いを次のように

解説する。「日本にある日系企業は新卒

採用の場合、多くがポテンシャル採用で

す。文系（事務系）、理系（技術系）を問

わず、まずは基礎的能力の高さと、人物

によって採用か否かが決まります。採用

方法は長期の雇用が前提となり、その間

に社員としても、社会人としても成長し

てもらうという考え方。現在は転職をす

るケースが増えましたが、元々は終身雇

用を前提とした社員採用のスタイルであ

り、そこが日本的です。一方、アメリカ

にある日系企業では職種採用が前提と

なるため、それまでの職歴、学歴が重視

され、新卒採用でも現在何ができるかが

採用の判断基準となります。ただ、新卒

の場合はやはり職務経験がないため、ア

メリカではインターンや Cooperative 

Educationなどのプログラムが充実し

ており、大学生でも職務経験を持ちやす

い環境が整備されています」

その前提条件を踏まえたうえで、全体

的なアメリカの就職市場の現状はどうな

っているだろう？

「新規ビザ取得者に関しては、リーマ

ンショック以降、アメリカ国民の失業率

改善のために、外国人への就労許可基準

が年々厳しくなってきています。トラン

プ政権の現在ではその傾向が顕著になっ

ており、H1-B保持者のトランスファーで

も審査基準は厳しくなるばかりです。一

方でバイリンガルの米国就労許可保持者

の転職市場では、産業が活発な南東部、

中西部、テキサス州などで新規雇用の

機会が着実に増加しています」と語るの

は、全米に16拠点を展開する人材紹介

会 社 Interesse International, Inc.

（以下インテレッセ）代表の藤原昌人氏。

また、前出のDISCOの秋本氏も「失

US  JOB MARKET

6     U.S. FrontLine   August 2017



業率の低下や株価の高騰などから見て、

全般的には売り手市場といえます。日本

語能力を有する人材へのニーズも高い水

準が保たれています。しかし、ビザ取得

の難しさから見ると、実際売り手市場で

あっても、求人に対して適切な人材が入

社しているかという点に関しては疑問が

残ります」と、現状を指摘している。

続いて秋本氏は、ニーズの多い日本語

を使う職種については次のように語った。

「セールス、IT、会計、ファイナンス、人

事、総務など幅広い専門職でのニーズは

高く、常にあります。職務経験レベルも

様々。エンジニア、研究者などはレベル

により必要とされる能力、バックグラウ

ンドが異なるため、対象にマッチした場

合は非常に高いニーズがありますが、内

容が異なるとまったくマッチしないケー

スもあります」。藤原氏も、バイリンガ

ルニーズの高いポジションとしては、ド

キュメントの翻訳、日本人経営者の総務

秘書業務、アカウンティング、セールス、

技術、IT関係だと語る。総合すると会計、

総務、秘書、IT、技術の専門職が特に求

められているようだ。

新卒者へのアドバイス

前述のように新規のビザ取得が厳しい

昨今、OPT（オプショナル・プラクティカ

ル・トレーニング）

で就職戦線に立ち

向かう求職者への

アドバイスを聞い

た。

インテレッセの

藤 原 氏 は 就 職 活

動から遡って、大

学での専攻選択か

ら慎重に検討すべ

きだとアドバイス。

さらに「最 初 から

OPTの期間限定で頑張ってみるのも一

つの選択肢です。その期間での実績を、

今度は日本で就職することで生かすので

す。その後、駐在員としてアメリカに戻

ってくる可能性もあるし、英語が使える

アジア地域での就業も考えられます」と、

目の前の利益だけでなく、回り道でも目

標を叶える手段はあると語る。

しかし、最初からOPTの期間だけの

就労だと決めてかかる必要はないと、経

験に基づいた可能性について話すのは、

40年近い業界経験を誇る人材紹介会社

Teruko Weinberg,Inc.（以下 TWI）代

表の照子ワインバーグさん。

「私が求職者の方に申し上げたいのは、

仕事を探しているのか、それともビザを

探しているのかということです。ビザを

スポンサーしてもらえなければ働かない

ということではチャンスを逃す可能性も

あります。例えば、私の過去のアプリカ

ントで、OPTのステータスで某企業に派

遣された方がいました。派遣ですから当

然、ビザのスポンサーは当初の条件に含

まれるはずはなく、派遣期間も2カ月の

予定でした。しかし、アメリカに残って

働きたかった彼は一生懸命に仕事に取り

組み、派遣開始2 週間でその会社から

H1-Bのスポンサーの約束を取り付けま

した。何が起こるか分かりません。結果

さえ残してこの人が欲しい、と会社側に

思わせることができれば、当初の条件が

覆ることもゼロではないのです」　

履歴書のチェックポイント

実際に就職活動をスタートするとなる

と、履歴書作成は必須。では、履歴書

のどこがチェックされるのだろうか？

「まずはひとつの仕事にどれだけの期

間就いていたか、です。ひとつの仕事に

きちんと取り組むには最低でも5、6 年

はかかります。その途中で会社の撤退と

いった事情が起こった場合は仕方があり

ADVICE FOR NEW GRADUATES

CHECK YOUR RESUME 
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ません。しかし、頻繁な転職歴がある場

合、履歴書の段階で弾かれる可能性は

大です。これはアルバイトやパートの経

験でも同じことがいえます。新卒の方の

場合、大学時代にアルバイトの経験を履

歴書に記入することになりますが、ひと

つの仕事を長期間継続していた人の場合、

採用担当者は『この人はその職場でなく

てはならない人だった』という見方をし

ます」（TWIのワインバーグさん）

最近の就活サイトでは履歴書を簡単

に作成できる機能が付いている。しかし、

ここで見逃すことができないのは、フォ

ーマットに合わせて簡単に入力するだけ

で突出した特徴を打ち出せない履歴書は

結局、企業の目に止まらないという事実。

どの企業に対しても同じ内容の履歴書を

送るのではなく、応募先の企業ごとに明

確にモディファイした履歴書を送ること

が重要だ。オンラインがいくら便利だと

いっても、同じ内容のものをボタンひと

つで一斉に送信するのではなく、なぜそ

の会社を志望するのかという動機につい

て企業別に熱く訴えないことには、はじ

かれてしまう可能性が高い。また、一部

の大企業ではAI（人工知能）によって履

歴書の第一次選考が行われているのは

周知の事実。今はAIを使って、募集して

いるポジションに関連するキーワードが

どれだけその履歴書の中に記載されてい

るか、また誤字脱字、文法の間違いなど

がどれだけあるかをチェックする時代だ。

よって、キーワードがあまり含まれてい

なかったり、ミスが多かったりする履歴

書は人間の目にまで届かないこともある。

面接の心得

無事に書類選考を通過したら次は面

接だ。「面接の際には『自分はどのような

人物なのか』『なぜこの会社なのか』とい

う、ふたつの質問の回答がその企業を

受験する人の中で際立っている場合、就

職へのチャンスはグッと近づくと思いま

す。職務経験者の場合はまずはこれまで

の経験の内容、スキル、知識などが企業

のニーズとどれだけ合うかが鍵になりま

す。自分が持つ経験をもとに、どれだけ

その企業に貢献できるかをアピールする

ことが、採用への近道です」（DISCO

の秋本氏）

さらにTWIのワインバーグさんは次の

ようにアドバイスする。「質問に対してき

ちんと答える、このような基本的なこと

が実は意外にできていないことが多いよ

うです。質問の意味が分からなければ聞

き返しても構いません。確実に先方の質

問内容に沿った返答をするようにしてく

ださい。また、最近のアプリカントの方

で多いのが、面接中であっても携帯の電

源をオフにしないケースです。面接担当

者の大切な時間を頂いている間は、電

源はオフにして携帯をしまっておくのが

マナーです。このような常識以前ともい

えることが守れずに、心証を悪くするケ

ースが少なくないのが実態です」

そして、面接の場では、給与やベネフィ

ットなど求職者自身が求める条件に固執す

る人は少なくない。しかし、TWIのワイン

バーグさんは企業に求めることを面接で訴

えるのではなく、自分が企業に対して何が

できるかを語るべきだと強調する。

「その会社の中で自分が出世できる機

会があるかどうかを見極めるよりも、自

分で開拓して機会を作り出すといった考

え方をした方がいいでしょう。面接の時

には『自分にはこういうアイデアがある。

それをやらせてくれるかどうか』を聞くこ

とをお勧めします。そうすることで積極

的な姿勢をアピールすることにもつなが

ります」

INTERVIEW
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転職者へのアドバイス

市民権やグリーンカードなどの米国就

労許可を保持している人々の転職の状況

はどうだろうか？　

「ニューヨークやグレーターロサンゼ

ルスの地域では、新規オーダーは稀で、

前任者退職による補充採用が中心となっ

ています。それに対して 南東部、中西

部、テキサス州においては新規採用が豊

富です。最近の例として、年収8万ドル

のIT 技術者が家族とともに、ニューヨ

ークからダラスへ転職するのをお手伝い

しました。一戸建ての家を購入し、通勤

時間も30 分。NY 時代と同じ給与で家

族が理想とする環境を手に入れられまし

た」（インテレッセの藤原氏）

続いて藤原氏は、「常に変化の連続で

ある国、アメリカ」で働く以上、私たち

もまた発想の転換をすべきだと語る。

「当社の拠点があるハワイ州では、現

地の物価に対して収入は少なく、なおか

つ、技能向上の機会も少ないため、南

東部、中西部、テキサス州でチャレン

ジする転職希望者が増加しています。同

じ場所に長くいると世界が見えなくなっ

ていきます。日本では東京にすべてが集

中する傾向が続きますが、アメリカは地

方分散化がより一層進んでいくでしょう。

アメリカで生活する以上、今一度、自分

自身と現実を見つめ直し、新しい価値観、

生活、仕事などのQuality of Lifeを追

求し、創造することも必要であると痛感

します」

働く情熱を企業に強くアピールしなが

らも、姿勢はあくまでフレキシブルに。

それが2017年、米国就職戦線を生き

抜くために必要なことだといえそうだ。

ADVICE FOR CAREER CHANGERS

DISCO International,Inc.
www.discointer.com/ja/

(212)382-0025

Interesse International, Inc.
www.iiicareer.com

(212)391-9111

Teruko Weinberg, Inc.
www.twinc.com
(310)787-7475

大都市圏にはポジションの空きが少ない

思い切って転居することで新しい環境が開けるかも（写真はテキサス州のスタジアム）

取材協力
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今やインターネットなしに就職活動は
始まらない。インターネット上の主な就活
サイトとしては、歴史が古く、幅広い業
種から仕事を選べるモンスターやキャリ
アビルダーが今も主流だが、インディード、
リンクドインを活用する方法もある。

インディードはグローバル規模で仕事
探しができるサイトで、ネット上にある求
人情報をまとめて検索できるのが特徴。

また、ヘッドハントの機会を求めてい
るなら、「世界最大のプロフェッショナルネ
ットワーク」を謳うリンクドイン。すぐに
転職をする気がなくても自分の過去の職
歴などの経験を登録しておけば、企業の
方からメッセージが届く。よってリンクド
インはエントリーレベルの人よりも、どち
らかといえば管理職クラスの人向けのサ
イトだといえそう。

日系であれば、キャリアフォーラムや
ジョボットという就活サイトがある。さら
に地域限定の日系企業や、もしくはパー
トなどの仕事探しであれば、各地域をベ
ースに展開している日系のコミュニティー
サイトのクラシファイドをチェックしてみ
よう。

検 索サービスのグーグルも、新しく
Google Hireという名称の求人サイトを
スタートさせる
とこの春に報道
さ れ た。 全 容
はまだ明らかに
なっていないが、
グーグルの参入
を 受 け、 就 職
活動のデジタル
化 は 今 後 も 加
速 度 的 に 進 み
そうだ。

アメリカでの新規の就労ビザ取得は依
然困難な状況だ。しかし、スペイン語さ
えできれば、メキシコでの就職という手
段もある。なぜなら、メキシコでは企業
がスポンサーすれば就労ビザが１年ごと
の更新で取得可能だからだ。しかも永住
権取得も比較的容易。

そんなメキシコでの就職市場の状況
について、現地で人材紹介事業を手掛け
る、シカゴ本社の Kimata Personnel 
& Consulting, Inc.の代表、木全健一
さんに聞いた。
「メキシコは親日国です。日本のテクノ

ロジーに対して敬意を抱いてくれる人が
非常に多いのです。その背景には、メキ
シコに古くから根を張って事業を展開し
ている、日産をはじめとする日系の自動
車メーカーの存在があります。日産は50
年前からメキシコに進出しており、町を
走る自動車も4台のうち1台は日産車です。
よって、そのような日系の自動車メーカー
や関連のサプライヤーで、日本からの駐
在員と現地従業員の間に入って通訳をす

る人が常に求められています」
また、メキシコでは人材の流

出を防ぐために従業員に手厚い
ベネフィットを提供する企業が
少なくない。メキシコの労働法
にはPTU（労働者利益分配金）
と呼ばれる制度があり、利益の
10％をボーナスとして労働者に
分配しなければならないと定められてい
る。また、年末のボーナス支給も法律で
定められており、給料の半月から1カ月分
が出る。 

しかし、トランプ政権になり、フォー
ドをはじめ、メキシコ国内での工場建設
を中止したり、また撤退したりする企業も
出てくるのではないか？　その疑問に対し
て木全さんは「現時点でも、企業が集中し
過ぎているのが現状。今後は2、3 年の
間に競争力のある企業が残り、一方で撤
退する企業も出てくると思います。しかし、
依然、日産をはじめホンダやマツダもメ
キシコで頑張っていますし、メーカーが残
る以上、関連のサプライヤーも残ります。

そして、日本人が増えるにつれ、日本食
のレストランも進出してきています。日系
だけでなく、スペイン自体の景気が悪い
のでスペイン企業のメキシコへの投資も
盛んですし、BMWやアウディといったヨ
ーロッパ系企業の進出も目立っています」
と、一部の淘汰はあっても、今後も堅調
に推移していくのではと見ている。

Kimata 
Personnel & 
Consulting, Inc.
www.kimata.com
(224)875-7136

ビザ取得が容易、ただしスペイン語はマスト
メキシコの就職事情

WORK IN MExICO

就活 with インターネット

日系企業が一帯に集中するメキシコのグアナファト

JOB SEARCH ENGINES

モンスター
www.monster.com

キャリアビルダー
www.careerbuilder.com

リンクドイン
www.linkedin.com

キャリアフォーラム
careerforum.net/ja/

ジョボット
myjobot.com
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出発点はレコード針

AUTECの出発点は、東京の町田にあ

るAudio Technicaというレコードの針

を作っているメーカーです。レコードから

CDの時代になり、ビジネスが低迷してい

た1984年、子供向けの「にぎりっこ」とい

う寿司ロボットを開発して売り出したのに

続いて、業者向けの寿司ロボットを日本の

市場に送り込み、大ヒットを記録しました。

そこでアメリカでも寿司の需要が広がって

いた2000年に、寿司部門では初の海外

拠点としてAUTECの米国法人をシカゴに

設立したのです。しかし、シカゴの人に握

り寿司は馴染みが薄かったことなどがあり、

苦難の連続だったようです。仕切り直しで

2002年に、既に3000軒以上の日本食レ

ストランがあったカリフォルニア州に会社

を移転しました。

 
撤退回避し独立

私がAUTECに入社したのは2004年

です。2000年に名古屋の高校を卒業して、

ロサンゼルス郊外のクレアモント大学に留

学、卒業後にOPT（オプショナル・プラク

ティカル・トレーニング）ビザで仕事を探

していた時、派遣会社に登録した10分後、

電話がかかってきたのです。聞けば、日

系の企業が見本市に出展する際のアルバ

イトが必要だということでした。そこでテ

ンポラリーで働いた後、そのまま、派遣先

企業だったAUTECに入社。2007年に駐

在の方が帰任するタイミングで、私がジェ

ネラルマネージャーとなって現地化を進め

ました。ところが、2009年、撤退の危機

に見舞われました。経済不況とそれまで

結果が出ていなかったことが要因でしたが、

すでに顧客は付いていたし、アメリカで独

自に開発した新商品もあり、スタッフもい

るという状況の中、私はどうしてもアメリ

カに残ってチャレンジを続けたいと願いま

した。親会社には「日本に帰ってきて海外

課で働いてほしい」とのオファーももらいま

したが、それでは北米市場でのビジネスは

ストップしてしまいます。

そこで増資ではなく、親会社から支援

金を提供してもらう形で、2010年に独立、

私自身がCEOに就任しました。そして独

立初年度から黒字を達成したのです。 ア

メリカ進出から10年かかりましたが、そ

の時期に健康食品ブームが起き、日本食

がより注目されたことやスマートフォン等の

インフラの改善が理由で、寿司ロボットを

知ってもらう機会が増えたことが理由では

ないかと分析しています。

 
米の日本食店、10年で2.5倍に

AUTECのブランドが認知された要因？　

それは寿司が日本から来た職人だけのも

のではなくなり、弊社の寿司ロボットを食

品スーパーやテイクアウト寿司レストラン

で見かけたことなどもきっかけとなり、ア

ジア系アメリカ人、さらにはアジア系以外

の方も、自分たちでも寿司屋や日本食レス

トランを開けると思っていただけるように

なったことが大きいと思います。弊社のセ

ールスの人間は、寿司の現地化を目指し、

新規開店の時はオープニング準備から手

伝って、食品卸業者を紹介したり、一緒に

なってメニューを考えたりしてきました。

この10年でアメリカの日本食レストラン

の数は2.5倍になりました。しかし、寿司

職人の数は2.5倍まで増えていません。ま

た、今後、全米各地で最低賃金が上がっ

ていきます。さらに競争が激しくなり、レ

ストランが良い人材を採用することがます

ます厳しい時代を迎えます。弊社の寿司

ロボットがあれば、1時間に200ロール以

上もの巻き寿司、1400枚の巻き寿司用の

ライスシートを作ることができます。一方、

人が作る巻き寿司の数は１日200ロール

が限界といわれています。

アメリカではハンバーガーの市場は年間

700億ドル。日本食は100億ドルです。そ

こには600億ドルの差があります。私はそ

れだけの伸び幅があると捉えています。日

本食には、あと600億ドル分のチャンス

が眠っているのです。

PROFILE
高校時代の留学経験を契機に名古屋の名城高校
を卒業した後に渡米し、クレアモント大学を卒業。
大学では経営学のピーター・ドラッカーの講義を
受けた。卒業後に AUTEC に入社、ジェネラルマ
ネージャーを経て 2010 年に親会社からの独立と
同時に CEO に就任。同社は 2017 年 6月にニュ
ーヨークにショールームをオープン、現在は LA、
シカゴと合わせて 3 拠点を展開。

TOP INTERVIEW Vol.7 アメリカ市場に勝負を賭ける日系企業のトップに聞く。

寿司ロボットを米国へ
市場に眠る600億ドル分のチャンス

AUTEC Inc.　CEO

田中 上千 / Takayuki Tanaka
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突如出現のピラミッド
店内にはワニの池 ?!

広いアメリカ、こんなところがあったの

かという旅先を紹介していく本シリーズの

第6回はアメリカの音楽の都テネシー州に

あるアウトドアスポットをご紹介する。テ

ネシー州は、カントリー、ソウル、ロック

ンロールなどあらゆるアメリカの音楽が育

ってきたところ。メンフィスにあるエルヴィ

ス・プレスリーの邸宅とメモリアルミュー

ジアムのある「グレイスランド Graceland」

やナッシュビルにある「カントリー・ミュー

ジック殿堂博物館 Country Music Hall 

of Fame」などは有名な観光スポットなの

で、訪れたことがあるという方も多いだろ

う。そんなテネシー州のメンフィスにそれ

らに勝るとも劣らないほどの人気を誇る“ア

ウトドアスポーツ用品店 ”があるのをご存

知だろうか？

ミラーで出来たピラミッドのような建物。

その名も「バスプロショップス・アット・ザ・

ピラミッド」は、

2015 年 春 の

オ ープ ン 時

には3ケ月で

100万人が訪

れたという超

人気店なのだ。

目立つ外観も

さることなが

ら、内部はア

ウトドア店と

いうよりまるでテーマパーク。約５万㎡とい

う巨大な店内には巨木の森にクマが立ち、

池には橋がかかり、釣りもできる。巨大水

槽やワニが泳ぐ池まである。さらには、ホ

テルやレストラン、ボーリング場まであって、

複合施設として楽しめる場所になっている。

真ん中にそびえる鉄柱のタワーのような

エレベーターで上がる展望台は、ミシシッ

ピ川の雄大な景色が広がる絶景スポットだ。

音楽の街の郊外で
スリル満点ジップライン

また、音楽の街ナッシュビルの郊外に

は「ゲイロード・オープリーランド・リゾー

ト＆コンベンションセンター」という客室数

2882室の巨大リゾートがあり、ここにも

3.6haを超えるという巨大な室内庭園があ

る。運河があって、園内を巡回するボート

が浮かび、室内とは思えない規模だ。カン

トリー音楽好きにはたまらない有名プレイ

ヤーが演奏する「グランド・オール・オプリ」

は隣接、「オープリー・ミルズ・モール」で

のショッピングも楽しめる。

そして、ここからわずか15分ほどの距離

にある「アドベンチャーワークス・ジップラ

イン・フォレストツアー」は、滑車につかま

って木と木の間を疾走するジップラインが

何種類もある施設。テネシー州に、音楽

ばかりではなく、こんなアトラクションもあ

るのかと驚かされた。

第６回

「音楽の都にもアウトドア」
テネシー州

ハンティング用品もあって、店内
にはクマが出現 ?!

手をつないで 2 人で滑走するジップラインも

■ バスプロショップス・アット・ザ・ピラミッド　Bass Pro Shops at the Pyramid 
　 www.basspro.com/pyramid

■ ゲイロード・オープリーランド・リゾート＆コンベンションセンター
　 Gaylord Opryland Resort & Convention Center
　 http://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bnago-gaylord-opryland-resort-and-convention-center/

■ アドベンチャーワークス・ジップライン・フォレスト　Adventureworks Zipline Forest 
　 http://adventureworks.com/adventurepark-ziplineforest-fontanel-music-city/

取材・文／小野アムスデン 道子●世界有数のトラベル
ガイドブック「ロンリープラネット日本語版」の編集を
経て、フリーランスへ。東京とポートランドを行き来し
つつ、世界あちこちにも飛ぶ、旅の楽しみ方を中心に
食・文化・アートなどについて執筆、編集、翻訳多数。
日本旅行作家協会会員。
Twitter https://twitter.com/ono_travel

LA とメンフィス間はデルタ航空の直行便で４時間弱。

元はアリーナだったというユニ
ークなピラミッドのような建物

ホテルの客室から池や噴水、運河もある室内庭園が眺
められる
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(310) 294-5778

kayacornwall
Pencil

http://e-kitahara.com
morihara@ecole.co.jp
http://www.yamatoamerica.com
http://www.shoenrealty.com
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第
51
回

若
さはいい。恐れを知らない。少々の

ことは乗り切れることを無意識の

内に知っている。無意識の反応

や行動は、純粋で正直だから原動力があ

る。誰にでも若い時があったはず。私も若

い頃はまるで不安というものがこの世に存

在しないかのように、無謀なドライブ旅行

に出かけたものだ。アメリカに来て、最初の

一年は退屈な労働だったが、それでもどこから

か楽しみを見つけ出していた。一週間にたった一

度、ファストフードで食べるのも楽しみの一つ。今振

り返るとなんとけなげだったのかと、なつかしい。も

う一つの楽しみは旅行だった。未知の大自然を見るこ

とが、ほとんど生きがいで、ゾクゾクするものだった。

「これより先、60マイル、ガスステーションなし」と

いう標識が立っていた。行く手には連なる山が見える

ばかりの人里離れた山奥。その一車線の細くて長い

山道に躊躇なく突っ込んだ。標識の意味するところ

は、途中で車がガス欠になっても、車が故障しても、

助けが呼べませんよ、ということだ。ま

た、運悪く、身ぐるみはがされ、気晴ら

しに殺されても、見つけてもらえません

よ、と警告されているのに等しい。今な

ら絶対にこんな道には入らない。分別も

あり、不安もあるからだ。若い時は命が

いっぱいあるから、命が惜しくない。命

がなくなり始めた年齢になると、命は惜し

くなる。失いたくないから不安になる。

ラスベガスからヨセミテに5月の初めに

ドライブ旅行したことがあった。途中で

灼熱の砂漠デスバレーを抜ける。あまりの暑さに水

分が蒸発し、砂に残った塩分だけの塩の平原がある

ことで有名な谷だ。ここで車がエンコすれば、10分

後には日射病死が待っているといわれる。115度の外

気、どうか車が止まりませんように、チラチラと心の

中で祈りながら、冷房を落とし、エンジンの負担を

最小限に抑え、息を止めて突っ走る。無事に通り抜

けるとさすがにほっとした。

やがて砂漠の中にぽつぽつと緑が現れ、草原にな

り、林になり、だんだんと高度が上がると針葉樹林

になる。まるで植物体系図鑑を見るようだった。そ

して、目的地のヨセミテ国立公園に入る。するとどう

だろう。ここはまだ深い雪の世界なのだった。

車道の両側は3メートルの雪の壁が延々と

続く。車が通れる幅だけ、積もった雪が

掘られていた。時々、雪の壁がなくなる

と、ここは鹿の群れが横切るけもの道だ

から、鹿を見たら彼らを先に通すように、

と標識に書いてある。雪山は早く暮れる。

夕闇が迫ると気温が急速に下がり、私の中

の動物の本能が防寒体制に入る。人間はホ

モサピエンス（賢い人間）という動物であることを

想い出す。眠っていた本能が大自然の中で覚醒する。

午前中は灼熱の世界、夕刻には深い雪山の世界。

それを一日の内に体験した。大自然はこんなに雄大

で、過酷で、死はいつも自分の隣にある原体験はア

メリカで生きる激しさと、それゆえのあふれる喜びを

教えてくれた。

あれから30年。今は、あちこちのハイキングコー

スを歩く。命が惜しくなったのか、無茶ができなく

なった。しかし、週末早朝にトレイルを歩くだけでも、

自然との一体感を十分に味わえる。野

を渡る風を頬に、降り注ぐ太陽を浴び、

野鳥のさえずりを耳に、丘や山の小道を

踏みしめ、ホモサピエンスという動物に

還る。丘の上に立てば遠くに住宅街が見

下ろせ、人間の日常生活が俯瞰して見ら

れる。

今年は雨が多かった冬のおかげで何

十年に一度のスーパーブルームの春だっ

た。山々は黄色や紫の野花で埋まりこの

世のものとも思えない美しさだった。水

さえあれば山は美しく変化するのを目の当たりにした。

それも束の間、カリフォルニアの今は見慣れたいつも

の茶色の丘である。茶色でも、色のバリエーション

が何段階にもあり、わびさびの文化で育った日本人

の感覚には、美しく映る。真っ青な空、幾重にも重

なる茶色の丘陵風景を飽きずに眺める。水分があれ

ば花は咲き、なければ枯れてわび、さびの違った美

を創る。自然は私たちの中の純粋な動物的感覚を研

ぎ澄まさせてくれる。

どんな時でも、強くなければ生きてゆけない、や

さしくなければ生きる意味がない。そんな当たり前の

ことを再確認する。

茶
色
の
丘
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カリフォルニア州オレン
ジ郡在住。気がつけばアメ
リカに暮らしてもう37年。
1976年に渡米し、アラバマ
を皮切りに全米各地を仕
事で回る。ラスベガスで結
婚、一女の母に。カリフォ
ルニアで美術を学び、あさ
ひ学園教師やビジュアルア
ーツ教師を経て、1999年か
ら不動産業に転身。山口県
萩市出身。早稲田大学卒。
ご意見・ご感想は、mail@
chizukohiguchi.comまで。
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愛犬ジュリエットが13歳を超えた頃か

ら、「おかしな行動」を見せるようになりま

した。部屋の隅で何にもないところをずっ

と見つめていたり、キャビネットの扉を開

けっ放しにしていると、その中に頭を突

っ込んで必死で中に入ろうとしたり…。椅

子やテーブルの脚など、狭くて通れない

ようなところに無理矢理入り込みたがり、

最後には出られなくなってあがいたり…。

どれも脳の老化からくる症状でした。家

庭犬の寿命が延びた昨今、多くの飼い主

が、愛犬の示す様々な老化現象を経験し

ています。今回は、犬の老化現象の中の

Dementia（認知症）のお話です。

主な症状

日本の実家で飼っていた犬、プルート

も長寿だったゆえ、老後になってからは

おかしな行動を良く見せていました。例

えば、ご飯を食べた直後に、台所に立つ

母に即座にご飯をおねだり。それも、全

然食べさせてもらっていないような悲壮な

声で要求していました。「今食べたところ」

ということが理解出来なくなってしまって

いたのだと思います。

犬の認知症で良く見られる症状として

は、①徘徊（意味もなくぐるぐる回り続け

る）、②夜中の遠吠えや泣き続け、③頻尿

やお漏らし、④異常な食欲、⑤理解力の

低下によるおかしな行動、などがあります。

愛犬ジュリエットが高齢になった時、幸

いにも、昼夜の逆転による夜中の徘徊や、

泣き続けはありませんでした。しかし、同

じところを円を描いてクルクル歩き回る老

犬の話はよく聞きます。止めるとフラスト

レーションになるので、安全に歩き回れ

るように工夫して、させてあげる方が無

難でしょう。夜中に泣き続けるのは、近

所にも飼い主にもストレスです。なるべく

夜熟睡出来るように、昼の間に脳にも体

にも刺激を与えてあげましょう。ジュリエ

ットは頻尿・お漏らしがあったので、赤

ちゃんのおむつを使ったり、頻繁

に外に出したりしてしのぎました。

しかし最後の数カ月は、毎夜中、

むくっと起きるのを察したら、抱

き上げて外に出していました。

予防と対策

ただでさえ人間よりうんと

速く歳を取る犬なので、認知

症の症状が出始めたらどん

どん加速します。原因追究

や、治療法発見はまだまだ

これからの段階ですが、し

かし、老齢になる前から栄養管理や心身

に刺激を与えることで予防につながります。

いざ発病しても、飼い主の努力で進行を

遅くすることも出来るので、シニア期に入

ったら、信頼出来る獣医師に犬の認知症

について相談してみるのも良いと思います。

これらの犬の認知症の行動は「赤ちゃん

返り」に見えますが、実は本人（本犬）は

ちゃんと大人の気持ちも持ったままでい

ます。飼い主は、それを念頭に置き、愛

犬の自尊心を傷つけないように、恥をか

かせないように対応するのが大切。犬も

自分の心身の変化に戸惑い、困っている

ので、飼い主はそんな愛犬の行動を絶対

に「変」扱いせずに、また異常に落ち込ん

で悲しがったり、まごついたりせず、極力

いつも通りに接しながら、犬には必要な

だけの時間をかけさせてあげること。そ

して、横でしっかり支えてあげることだ

と思います。このステージの愛犬との関

係は、愛のみ。それに尽きます。そして、

一心同体で老化に寄り添って乗り越える

体験は、飼い主と愛犬との永遠の絆にな

ります。

次回は、「問題児と犬」と題し、

問題行動を起こす子供たちが犬と接した

り、訓練したりするうちに自らの更生につ

ながっていくお話です。お楽しみに！

ジュリエットの認知症が始まった頃。こんな姿勢でじっとしてい

るのを見かけるように
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てらぐちまほ　在米28年。かつては人間の専門家を目指し文化人類学を専攻。2001年から
キャリアを変え、子供の頃からの夢であった「犬の専門家」に転身。地元のアニマル・シェルタ
ーでアダプション・カウンセリングやトレーニングに関わると共に、個人ではDoggie Project

（www.doggieproject.com）というビジネスを設立。犬のトレーニングや問題行動解決サービス
を提供している。現在はニューヨークからLAに拠点を移し活躍中。
ご意見・ご感想は：info@doggieproject.com

プライベート／グループ  レッスン、
講習会のお問い合わせは

info@doggieproject.com　

第106回

Dementia（認知症）
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カリフォルニアワインの質と評価が、世

界的に認知されたのは喜ばしい。しかし

ながら、高騰し続けるワインの値段が悩

ましい。 そんな中で、高品質を保ちつつ、

値段をリーズナブルに抑えたワイナリーを

探し、日本の輸入元に紹介する仕事をし

ている。こちらのメガネにかなったワイン

を見つけると、オーナーやワインメーカ

ーを訪問し、ヒアリングをする。その上で、

彼らに相応しい日本でのパートナーを確保

し、輸出する道筋をつけてあげるのだ。 

選ぶ基準は、 単一品種（シャルドネ、ピ

ノノワールなど）であれば、ブドウの個性

とテロワールがしっかり表現されたもの、

ブレンドワインなら、造り手の個性とバラ

ンスが良いものを探している。大手有名

メーカーや、カルトワインという法外に高

いワインは敬遠し、ワインの好きな人が、

気軽にそして頻繁に楽しめるものが私の

テーマだ。そんなワインの一部を紹介し

てほしいと、本誌より依頼を受けた。今

月から、少しずつ紹介していこうと思う。

初回は、Von Holt Wines （ヴォンホー

ルト）という サンフランシスコ市内にある

小さなワイナリー。夫婦がリタイアした後、

立ち上げた。クリスは元シークレットサ

ービス、パムは元ダンサーという変わっ

た経歴の持ち主だが、ワインにかける情

熱は本物だ。そのワインを手掛けるのは、

ジョン・フォーンズ（John Fones）という

元弁護士の醸造責任者だ。3人に共通する

のは、ブルガンディー（ピノノワール、シャ

ルドネ）とローヌ（ヴィオニエ、シラー）品

種を愛し、適度に高い酸味と果実味のバ

ランスの良い、デリケートなワインを好む

こと。ブドウはソノマバレーの中でも、冷

厳な一等畑から 買い付けている。彼らの

ワインに出会ったのは、数年前に出席し

た Family Winemakers of California

の試飲イベント。当時、某企業の顧問とし

て、日本でのワインクラブの立ち上げに関

与しており、質の高いシャルドネを探して

いた。数百の零細（家族経営）ワイナリー

が出展している中で、ヴォンホールトのワ

インは別格だった。値段を聞くと、小売

価格で$38という。高名な$65以上のワ

インと比べても、 まったく引けを取らない

質だ。

数日後、SFで彼らのワイナリーを訪問し、

改めて味と質を確認した。ワインメーカー

のジョンとも会い、ワイン造

りの手法と考え方を聞いた。

以来頻繁に蔵に通い、彼ら

のワイン造りを見守るととも

に、新しいヴィンテージを

試飲してきた。ぶれない味

というのは、大切な要素だ

からだ。ソノマから収穫し

たブドウが到着する日には、

ワイナリーに足を運び、運

搬されたブドウの質を確認。彼らの丁寧

な選別作業にも立ち会った。こういう時

間を共有しながら3人の人となりと、日本

に進出する夢が本物か、自分なりに観察

してきた。そして、彼らの造るワインを順

次日本に紹介している。今回紹介するワイ

ンは、アメリカでは直接Vonholtwines.

comのウェブサイトで購入できる。ちな

みにピノノワールとシャルドネはWine 

Enthusiastの90点台の高得点の他に、

日本の国際ワイン品評会（Sakura Japan 

Women's Wine Awards 2017）で は

ダブルゴールド、シルバーに輝いた。ワイ

ンメーカーのJohn Fonesの個別銘柄の

ホワイトブレンド（Cellars 33 The Betty 

2015）もゴールドを受賞し、その質の高

さが認められた。尚、セラーズ33のワイ

ン（https://www.cellars33.com）も日

本市場に紹介を始めた。

Von Holt Wines の 推 奨 ワインと 米

市場 価格は以下の通り。Suacchi Piot 

Noir $44（ダブルゴールド）、Sonoma 

Coast Piot Noir $35、Heintz Family 

Chardonnay $35（シルバー。白ワイン

だが、無濾過ワインなのでデカンタを勧

め る ）、Viognier Tera Alta Vineyard 

$25（日本食や寿司との相性が抜群）、

Syrah Halcon Vineyard $30（9 月 公

開）、各種の辛口ロゼ$20。

また、Cellars 33お勧めワインは、 ロ

ーヌ品種のブレンドが美味しいThe Betty 

White Wine$26（ゴールド）、ロゼ$20

及び各種ピノ$33-42。

第 55回　良質でリーズナブルなカリフォルニアワインを探す

パム・ヴァンホールトと
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小学校では3年生から4年生、年齢に

すると9歳くらいから急に学習内容が難

しくなると言われる。俗に言う「9歳の壁」

だ。言語にも同じく9歳の壁は存在して

いて、その年までに習得した言語に対し

てはネイティブとしての勘が備わるらしい。

つまり、大人になって必死に言語をマス

ターしたとしても、語学の天才でない限り

は、無意識な間違いを犯してしまうのだ

そうだ。これは私の個人的見解ではなく、

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の

日本語学科の教授に聞いた話。その教授

は、彼女自身が子どもを育てる時に次の

ようなことを実践したそうだ。

アメリカで生活する限り、英語は身に

つく。そこで家庭内の使用言語を日本語

で徹底。そうすることで、その教授の子

どもたちは日英のバイリンガルに育った。

さて、我が家の話。今、日本で生活し

ている長男のノアは、3歳まで日本語のベ

ビーシッターにお世話になり、3歳から日

本語の幼稚園、4歳から現地のプレスクー

ルで土曜は日本語幼稚園、さらに現地校

と週末は日本語学校に通った。一方のニ

ナは3歳まで同じく日本語のベビーシッタ

ー、3歳から現地のプレスクール、その後、

小学校時代に3年間だけ週末に日本語幼

稚園に通ったが基本的に学校では英語の

生活。二人とも家庭内の会話は日本語で

徹底した。

二人の違いは、ノアの方が9歳までに

日本語に触れた時間が絶対的に多いとい

うこと。ノアと会話していると日本語に不

自然な点は感じられない。一方、ニナに

何度注意しても間違えることがある。ひ

とつは「今、イヤーブックを受け取るため

の線に並んでいる」などと言ったりするこ

と。「線」ではなく「列」。彼女は頭の中に

あるlineをそのまま訳しているのだろう。

さらに躓いた時に「落ちた」と表現する。

本来なら「転んだ」だ。頭の中にはfallと

いう単語が浮かんでいるはずだ。

母国語の基礎

なぜ、こういう話をしているかというと、

ノアにとっての初めての日本語教育機関

であるS幼稚園の閉園のニュースが、6月

に飛び込んできたからだ。ノアは3歳か

ら同園の全日制クラスに通い、4歳以降は

土曜日クラスに籍を置いていた。

仏教系の幼稚園以外では、S幼稚園が

ロサンゼルスにある日本語幼稚園のパイ

オニアだった。ノアがベビーシッターを

卒業して、集団生活を始める時にいきな

り現地のプレスクールに入

れる選択肢ももちろんあっ

た。しかし、英語での生活

と集団生活を同時に初体

験するよりも、まずは日本

語での集団生活から、と

思ったのがS幼稚園にノア

を入れた理由である。 

当時はフルタイムで働い

ていたので、朝8時から夕

方6時まで預けっぱなし。

しかし、一度もトラブルはなかったし、そ

の間に彼の日本語はメキメキ上達し、日

本語を使って遊べる友達が大勢でき（実際、

4歳のノアの誕生パーティーにはクラスメ

イト全員が来てくれた）、母国語の基礎も

固まった。ノアがあまりにもS幼稚園に

馴染みすぎたせいで、6時に迎えに行くと

車にすぐに乗り込んでくれず、私はキャン

パス内を逃げ回るノアを追いかけまわし

ては、毎日体力を消耗していた。遠足や

運動会、お遊戯大会など今も懐かしく思

い出される。担任の先生にも園長先生に

も感謝の気持ちしかない。

当時、S幼稚園の先生に言われ、強く

印象に残った話がある。「お母さんの日本

語は子どもにとってのお手本です。バキュ

ームをかける、などといった言い方はやめ

ましょう。きちんと掃除機をかける、と

言ってください」。最近かなり、私の日本

語も怪しくはなってきたものの、時々思い

出しては襟を正すようにしている。ノアの

母校がなくなってしまったことは残念だが、

「母親の日本語は子どものお手本」と言う、

あの時の言葉はいつまでも心の中で生き

続ける。

第59回

9歳の壁と日本語幼稚園
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健康に関する最新のトピックスや、話題の健康法の体験レポートをお届けする。Health

1週間目の目標：
使用時間を制限する

朝起きて最初にすることは何だろう？　

携帯の画面を見て、LINEやメールは届い

ていないかを確認すること？　それより

もまず、携帯の画面で時間を確認する癖

がついているかもしれない。脱スマホの

ためには、起床してから30 分間はスマー

トフォンに触らない、頼らないというルー

ルを自らに課し、従おう 。

また、食事中のながらスマホは厳禁。

食事を食べ終わるまで、スマートフォンは

目が届かない所に置いておくこと。

さらに、「スマホ・カーヒュー（戒厳令）」

を敷いてみる。多くのスマホ依存者がベ

ッドの中でも携帯の画面を見ながら、眠

りにつくギリギリまでSNSに興じているの

ではないだろうか。スマホ・カーヒューと

は、例えば、午後9時以降はスマホの電

源を落とす、と決めて実行すること。こ

れはかなり大きな前進になる。

2週間目の目標：
用がない時は見ない

電話の呼び出し音以外の告知機能をオ

フにする。SNSで何か新しい出来事が起こ

るたびに知らせを受けていたら、ついつ

いスマホに目が行ってしまうだろう。LINE

が来たとしても、「スマホを見てもいい、

許された時間」にのみ、まとめてチェック

する習慣をつけること。

また、行列に並んでいる時、誰かを待

っている時には無意識にスマホの画面を

スクロールしているのではないだろうか？　

そういう「用がないのにスマホをいじる」

癖を改めよう。空き時間は空き時間とし

て目や頭を休めることが重要だ。また、

多く見られるのが歩きスマホ。これは神

経が画面に集中してしまうことから、周囲

への配慮が怠り、事故の原因になる可能

性もある。歩いている時

は当たり前のことだが前方

を見る。

そして、たとえ家族と一

緒に暮らしていても、自分

の部屋に閉じこもりスマホ

を見ている時間が長いとし

たら。そうしようと思った

時に、あえて、気分転換

に家族とボードゲームに興

じたり、テレビを見たりするようにしてみ

てはいかがだろう。

3週間目の目標：
支配されるのではなく
支配する

上記のことを実行すれば、3週間目には

「スマホから解放された自分」を実感でき

ているはずだ。スマホに操られるのでは

なく、自分が主体となってスマホを管理

することが今回の「脱スマホ」の目的。

そのためにも「これは便利だ」と片っ端

からアプリをダウンロードするのではなく、

自分にとって本当に必要なものだけを使

うようにしたい。

今や仕事関連の連絡であっても、SNS

を通じてやり取りするケースも珍しくない。

スマホがなくては不便には違いないが、

寝ても覚めてもスマホに依存する生活が

そこまで素晴らしいものだろうか？　何

か大切なものを失っていないだろうか？　

すぐに検索することで自分で考えてみる、

思い出してみるという努力を放棄している

のではないだろうか？　今の自分の依存

度を測るためにも、これらのことを試験

的に実践してみてもいいかもしれない。

トピックス

スマホ依存症を脱する
昨今、人々はスマートフォンを始め、ラップトップ、タブレットなど常に自分の手が届
く範囲に何らかのデバイスを配備している。しかし、「デバイスに依存するのは心の平
穏に悪影響を与えるだけでなく、他者との関係維持にとってもマイナスである」と心理
学者は指摘する。そこで、今からでも遅くない、最も依存率が高いと思われるスマー
トフォン依存から脱する方法について指南しよう。
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アメリカ市民権の申請

トランプ政権による移民取り締まりが

一層厳しくなる中、永住権保持者への影

響も懸念されています。というのも、市

民でない限り、永住権保持者も過去の犯

罪歴や不法行為を理由に国外追放される

可能性が高まったからです。それにより、

長い間、帰化せずに米国で生活してきた

多くの永住権保持者も市民権の申請を始

めています。市民権の申請者の数は昨年

と比べてすでに約30パーセント増加しま

した。

帰 化 プ ロ セ ス と は、 移 民 国 籍 法 

（Immigration and Nationality Act） で設

定されている要件を満たした外国の国民

や市民に、米国市民権が付与される過程

です。 一般的な必要条件には以下のよう

なものが挙げられます。 

•連続した期間、米国国内に居住し

ていること。

•帰化申請の前に、特定の米国移民

許可局 （USCIS） 地区に居住してい

ること。

•英語の読み取り・書き取り能力が

あり、英語を話すことができること。

•米国の歴史と政府についての正し

い知識があり、その知識を実証する

ための市民権試験に合格すること。

•道徳的な人格者 （“Good Moral 

Character”） であること。

一般的に、米国市民と結婚した合法的

永住権保持者は、一定の条件を満たして

いる場合、米国に3年間継続的に居住した

後に、帰化申請を行うことができます。 

ただし、帰化の申請者は、市民である配

偶者と一緒に居住していなければいけま

せん。 合法的永住権保持者が、特定の

雇用主のもとで、海外で雇用されている、

もしくは駐留している市民と結婚した場

合、米国の居住地要件が免除されます。 

市民となるためには、忠誠の誓いを行

う必要があります。通常は、以下のこと

を誓います。 

•米国憲法を支持し、米国の法律に

従う。

•以前保持したすべての外国への忠

誠の放棄をする。

•必要に応じ、米国の軍や政府のた

めに兵役に従事する。

帰化プロセスの最後のステップは、面

接にて英語の読み取り、書き取り能力、

および米国歴史や政府についてのテスト

が行われます。英語の聞き取り能力、話

す能力については、審査官とのやり取り

により判断されます。米国の歴史と政府

についての試験は、100問の質問から最大

10問までテストされ、6問以上正解で合格

します。出題される試験内容については、

以下のウェブサイトで確認できますので

事前に勉強しましょう。

h t t p s : / / w w w . u s c i s . g o v /

citizenship/learners/study-test/

study-materials-civics-test

面接に合格すれば、1カ月ほどで宣誓式

が行われ、そこで帰化証明書を受け取り

市民となります。

※本コラムは顧客からの質問を一般的なケー
スに書き換えたものであり、読者への情報提
供を目的としたものです。特定事例における
法的アドバイスが必要な場合は、専門家に相
談してください。 

知っトク法律 ミチコ・ノーウィッキ弁護士
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子供が親元を離れて大学に行くと、それに伴い保険も変更する

必要があります。子供がアパートや寮に住むようになると、今まで

家族全員でカバーされていた保険を変更する必要があるかもしれ

ません。場合によってはカバーできなくなることもあります。特に

下記の保険に気を付けてください。

1）自動車保険

子供を運転者と登録する場合に複数の方法があります。

A)自宅に一緒に住んでいて、自分用の車を持っていない場合

　(家族の車を共用)。

B)自宅に一緒に住んでいて、自分用の車を持っている場合。

C)別の場所に住んでいて、自分の車を持っていない場合

　(自宅に帰ってきた時のみ運転)。

D) 別の場所に住んでいて、自分の車を所有している場合。

上記の4タイプはそれぞれに料金が異なります。保険会社によ

っては子供が州外に住んでいる場合にカバーしないこともありま

す。家族のポリシーではカバーできない場合には、単独で保険加

入しなければなりません。単独で加入する場合でも、親と同じ保

険会社で加入すると割引が適用される場合もあります。今までドラ

イバーとして登録していた子供が家を離れた場合には、Away at 

School割引を受けられる可能性もあります。家族の車に乗る頻度

が少なくなる分割引が適用されるものです。途中で変更した場合

にも必ず保険会社に申請する事を忘れないようにしてください。

2）医療保険

家族で加入している医療保険も子供が家から離れる場合には

継続可能かどうか確認が必要です。違う州に引っ越し、継続でき

ない場合はその州で保険に新しく加入しなければいけません。保

険が継続できる場合でも、利用できる医療機関が近くにあるかど

うかも確認が必要です。大学で加入できる医療保険を選ぶ場合に

は、十分気を付けてプラン内容を確認してください。あまりプラン

内容の良くない保険もありますのでご注意を。

3）レンターズ保険

アパートや寮に住むようになると、コンピュータ、家電、家具な

どの私財を守る保険が必要です。更に重要なのは第三者に怪我を

させた場合や物を壊した場合に備えて損害賠償保険が必要です。

レンターズ保険に加入すればそういった場合にもカバーします。

年間200ドルぐらいからと格安で加入できますので、是非加入を

お勧めします。

ダイワ保険代理店：全ての保険を取り扱う総合保険
代理店。顧客の保険代理人として「お客様にとってベス
トなプラン」を提供する。目標は「全ての保険を取り扱
うことでお客様のニーズを把握し、生涯のパートナー
としてお付き合い頂くこと」。保険情報、見積もり依頼
はウェブサイトwww.daiwainsurance.comから。
連絡先：info@daiwains.com　Tel: 800-447-5537

第153回　大学進学、子供が家から離れて住む場合の保険手続きについて
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Interview & Text: Izumi Hasegawa (izumi@WhatsUpHollywood.com)
Photo: Richard Fukuhara / Hollywood News Wire Inc.

CINEMA
COMPASS

シネマコンパス

取材・テキスト・写真：はせがわいずみ

昨年、日本で公開された時から待ち望ん

でいた映画がある。18歳で嫁いだ主人公す

ずの戦前と戦時中の生活を描いたアニメーシ

ョン『この世界の片隅に』だ。こうの史代原

作の同名漫画の映画化となる本作は、小規

模上映でスタートするも口コミでロングラン

となり、各映画賞を受賞した。戦時下に生き

るすずの毎日を生活感たっぷりに描き、柔ら

かいタッチの絵柄もあって戦争の持つダーク

なイメージとは一線を画す。しかし、後半は

戦争がもたらす非情な悲劇を突きつけ、その

コントラストに感情をより揺さぶられる。当

時を知る人たちから広島の町並みなどを徹底

的にリサーチして作り上げた片渕須直監督に

本作への想いを語ってもらった。

「アニメーションは、奇抜で非現実的なも

のから入っていくことが多いんですが、ぼく

は現実的な普通の日常生活みたいなところ

から始めるのが好きなんです。こうの史代さ

んの作品とぼくの作るものは共通点があるか

ら、手がけるといいんじゃないかって言われ

て読んでみた時、最初に出てきたのが服を縫

うエピソードだった。それから食べ物を作る

エピソードもあって、手順が紹介されている。

ぼくが『名犬ラッシー』（1996年のテレビア

ニメ・シリーズ）でやったようなことだった

んです。でも同時に（『この世界の片隅に』で

は）戦艦大和も出てくる。これはひょっとし

たらより重要なことかもしれないなと思いま

した。というのも日常生活をそのまま描いて

も、ある種のお客さんには意味が把握され

ないまま終わってしまうかもしれない。普通

の事にはスポットライトが当たりにくいけど、

戦争という影が生まれれば、背景として存在

していれば、スポットライトを当てなくても自

ずとして光が生まれ、普通のことに光が当た

るのではないかなと思ったんです」

 

戦争が犯す罪

背景である戦争が登場人物たちの人生に多

大な影響を与える様をも描く本作。片渕監督

自身、平和への願いをどう昇華しようと思っ

たのだろうか。

「それぞれ『自分はこうでありたい』と思う

生き方ができることが望ましいと思っていま

すが、それはいろんなものによって阻害され

てしまう。例えば交通事故とかね。戦争はそ

の中でも一番大きなものとして働く力だと思

っていますが、戦争だけがいけないのではな

いとも思っています。ただ、戦争は非常に大

きな力であり、なおかつ個人の可能性の目を

つんでしまうものであるというのも確かにあ

ります。だから、すずさんの何が可能性なの

かを描くことによって、戦争が犯す罪を明ら

かにできたらと思いました」

エンドロールで語る

作品が完成した時、予想していたのと違う

印象を持った片渕監督は、あるイラストを加

えることにしたという。同イラストを見た瞬

間、筆者の涙腺ダムが決壊したのは言うまで

もない。理由は観てのお楽しみだ。

「戦争が個人を脅かす力というのは非常に

強く、画面に全部の音を入れた時、すずさ

んが結果的に救われていないなと思ったんで

す。そこで、次の日に描いたのがこれ（エンド

クレジットに出てくる、すずと孤児と小姑の

３ショットのイラストを見せて）だったんです。

本編は終わっているけど、その先に何かでき

るとしたらエンディングのクレジットロールだ

なと。そこで彼女たちを救えないかなと考え

たんです。なので劇場の照明を明るくしたり、

立ち上がって帰ったりしないほうがありがた

いです（笑）」

本作は、まるでドキュメンタリーを観てい

るような錯覚に陥る。そう感じたのは筆者だ

けではなかった。

「本作は、キネマ旬報のランキングなど、

実写も含めた映画賞や映画祭でベストワンや

数々の賞をいただきました。アニメーション

という枠を乗り越えたと思うんです。お客さ

んによっては、アニメーションや映画を観て

いるような感覚ではなく、その時代に行って

すずさんの横で時を過ごしていたような気が

するっていう人もいる。アニメーションでも

実写と同じような訴求力を持ったものを作れ

るというのが分かったんです」

８月11日から全米各地で順次公開される

本作。原爆を落とした国・アメリカでの反応

はいかなるものになるのだろうか。

片渕 須直
INTERVIEW WITH CELEBRITY

「戦争は非常に大きな力で、
個人の可能性の目をつんでしまうもの」

約 16 年続いた本コラムは、今号をもって休載とな
ります。長年のご愛顧ありがとうございました。近
いうちにまたお会いできるのを楽しみにしています。

Special thanks to Tomomi Suda / Genco, Inc., Tom Chen / Shout! Factory32     U.S. FrontLine  August 2017
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今日
の

デザート

今日
の
主菜

簡単・焼きモロコシ風アイス

【作り方】
❶トウモロコシの皮をむき、ヒゲも取り綺麗
に洗う、洗った水分を残したまま、ぴっちり
とラップをし、5分レンジで加熱する。粗熱が
取れるまで、ラップに包んだまま放置。冷め
たら包丁で実をそぐ。
❷ボールに生クリームと砂糖を入れて、ミキ
サーなどで8分立てぐらいに泡立てて、①のト
ウモロコシとしょうゆを加え混ぜる。
❸タッパーに入れ、冷凍庫で凍らせる。途中、
2~3 回かくはんし、滑らかに凍らせたら、器
に盛る。

【材料】（４人分）
トウモロコシ ...................2本
生クリーム .......................7oz
砂糖 ............................大さじ2
しょうゆ ...................小さじ2

夏本番！スタミナをつけるためにステーキを提案します。

お肉は通常の1人前の半分の量で、野菜をたっぷり摂って。

肉汁たっぷりのソースと絡めて、野菜も一緒に美味しくいた

だけます。ソースにはお酢を使っているので、脂の多いサー

ロインでもサッパリといただけます。

デザートには、焼きモロコシをイメージしたアイスを。ト

ウモロコシは加熱後すぐにラップから出すと、シワシワに

なって旨味が逃げ出してしまうので、粗熱が取れるまでは

ラップに包んだままにしておいてくださいね。あえてトウモ

ロコシをミキサーにかけず、粒々の食感を活かしてみました。

やっぱり粒々だと野菜っぽくて、デザートなら形状がない方

がいいな、という方は、ミキサーにかけて滑らかなアイスに

してみてくださいね。

牛ステーキと夏野菜の
グリル

【作り方】
❶ステーキ肉を常温に戻し、混ぜ合わ
せた調味料に漬けておく。ズッキーニ
は1cmの輪切りに、パプリカは縦半分
に切り乱切りに。カボチャは薄切りに
する。
ニンニクは薄くスライスする。
❷フライパンにオリーブオイルを入れ
中火で熱し、カボチャ、ズッキーニ、
パプリカを入れ、焼き色がつくまで炒
める。軽く塩こしょうを振って、火が
通ったら、一旦皿に移す。

❸フライパンをキレイに洗い、新たに
オリーブオイルを入れ、中火にかけ、ニ
ンニクを入れる。ニンニクがきれいなき
つね色のニンニクチップになってきたら、
取り出し、ステーキ肉を焼く。漬け汁を
入れ、両面を好みの焼き加減で焼く。
❹ステーキ肉をまな板に取り出し、食
べやすい大きさに切り、②の野菜と一
緒に皿に盛り、ニンニクチップを散ら
し、煮詰まったソースをかける。最後
にバジルを飾る。

【材料】（4人分）
牛肉（ステーキ用・サーロイ
ンなど）....................................2枚
カボチャ ............................ 1/8個
ズッキーニ .............................1本
パプリカ ............................ 1/2個
ニンニク .................................2片
バジル ............................... あれば
オリーブオイル .................適量
塩こしょう ...........................少々　
　

＜調味料＞
　酢 .................................大さじ3
　オイスターソース .大さじ2
　酒 .................................大さじ2
　しょうゆ ....................大さじ1
　砂糖 .............................大さじ1
　塩こしょう ......................少々

タレント・グラビアアイドル・女優として
日本で TV、雑誌、ラジオに出演。代表作
に人気漫画の実写化作品の主人公を演じ
た「まいっちんぐマチコ先生」。現在は日
本とロサンゼルスを行き来しながら、料
理研究家としても活動中。著書（電子書籍）
に「名波はるかの彼のお家で作るお泊ま
りレシピ」と「魔性の身体を２週間で手
に入れる！ 糖質制限レシピ」がある。
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出題：Enigma
答えは 5ページに掲載

 答えのヒント 　お祭り会場で見かけます

タテのカギ
【タテ1】お盆休暇をこれに利用
【タテ2】胃が正常な位置よりも下まで垂れ

下がっています
【タテ3】着崩れしないので浴衣より着やす

いですね
【タテ5】ニューヨーク・〇〇〇〇ス

ヨコのカギ
【ヨコ1】大事なものが沢山入っています

【ヨコ4】屋久島の南、奄美大島の北に位置
する群島 「〇〇ラ列島」

【ヨコ5】ポケモンのキャラクター「〇〇チャ
ム」＊英語圏では”Pancham”

【ヨコ6】卓上コンロにカセット式のこれを
セットします

【ヨコ7】成功・勝利などによって他人から
得る好意的な評価のこと「〇光」

【ヨコ8】女優・北乃〇〇
【ヨコ9】音楽用語「カン〇〇ビレ」

9               

 6                                                                 

A

C

4                                                           

 1                                                                                3                                                              2

7                                                           8                

B

5

落ち込んでいる同僚を見た時、あなたなら何と声を掛けます
か？　多くの日本人は、「頑張ってください」と言うのではないかと
思います。

では、明日重要なプレゼンを控えている同僚には？　この場合
も「頑張って」とよく言いますよね。日本語の「頑張る」は、様々な
シチュエーションで、とても頻繁に使われる言葉ですが、英訳が
難しい言葉でもあります。

これは少し極端な例ですが、実際にあった失敗談です。ある在
米日本人駐在員は、夜遅くまで残業をしているアメリカ人の従業
員を見て、奨励の言葉をかけたいと思いました。そこで、「頑張って
ください」のつもりで、“You must work harder!”（もっと努力が必
要です）と言いました。これを聞いたアメリカ人従業員は、自分の
努力が認められなかったと思って、とても気を悪くしました。

このような誤解を防ぐためにも、今回は「頑張って」の伝え方を
紹介したいと思います。

日本語の「頑張って」には色々な使い道がありますよね。
例えば、すでに頑張っている人に対し、「その調子で頑張って」

と伝えたい時は、次のような表現が良いでしょう。
■Keep up the good work
その調子で頑張ってください
■Keep it up!　 
その調子で頑張れ！

一方、落ち込んでいる同僚を励ます時の「頑張って」には、次の
ような表現が適切です。

■You can do it!
きっとできるから頑張って！
■Go for it!
やるしかないよ、頑張って！
■Don’t give up
あきらめないで頑張って

「全力で頑張って」と言いたい場合は、このような表現を使います。
■Give it all you’ve got
全力で頑張って
■Give it your all
全力を尽くして頑張って

最後に、「上手く行くといいね」のニュアンスの「頑張って」。
■Good luck on your interview 
面接、頑張ってね
■Good luck with your new business
新しい仕事、頑張ってください
■Good luck with your job search 
就職活動を頑張ってください

つまり、「頑張って」はシチュエーションによって、その英訳が変
わってくるのです。そう考えると、日本語の「頑張って」は実に便利
な言葉ですよね。

No. 178

「頑張ってください！」をどうやって英語で言いますか？
No. 190
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確定申告確定申告確定申告
会社設立・経営サポート
あなたにも
節税できます！タックスリターン
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