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  受験生に求められるもの

一部の国公立・私立中学校では、何ら

かの形で帰国生を対象とした入学試験を実

施している。帰国生入試の導入校は、首

都圏だけで約 60 校にもなる。帰国生の

要件は、募集する中学校によってさまざま。

比較的多い要件について、ＳＡＰＩＸ国際

教育センターの島村幸明さんは次のように

語る。「海外滞在期間が1年ないし2 年以上、

日本に帰国後 2 年ないし3 年以内といった

要件が多いです。なかには単に『海外在留

経験のある者』や『帰国後の期間は問わな

い』といった条件を設けている中学校もあ

ります」。

では、帰国生を受け入れる日本の中学

校は、どのような生徒を求めているのだろ

うか。「試験教科に英語が課される場合も

あることから、帰国生の持つ多様なバック

グラウンドや、高い英語コミュニケーション

力、帰国生と一般国内生が交流すること

で生まれる効果を期待していると考えられ

ます。ただし、受験生側が注意しなくては

ならないのは、英語以外の教科の学習も、

たとえ試験教科になかったとしても長い目

で見たら必要になるということです。入学

後に席を並べる多くの同級生は、4 教科（算

数、国語、理科、社会）を学習してきた日

本の国内生で、入学後の授業は国内生の

学力水準をもとに行われます。さらに6 年

後には大学受験をする可能性があることも

踏まえ、国内生に引けを取らないだけの学

習を積み重ねておくことが大切です」と島

村さん。

では、果たして学校側が期待する「高い

英語力」とはどれくらいのレベルなのだろう

か。ＳＡＰＩＸ国際教育センターの小森慎

一さんは「中学受験の場合、英検 2 級保持

者の帰国生受験の合格率は約半分、準1

級で 70％」と回答。つまり、準1 級以上の

取得が望ましいとされる。

  ここ数年の入試傾向

「一般生入試においても、試験教科とし

て英語を導入する学校の割合が高まってい

ます。首都圏の私立中学校の一般生入試

で何らかの形で英語を導入する学校の数

中学受験
Junior High School

ゆきひろ
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は、2014 年度入試では 20 校弱だったとこ

ろが、2018 年度入試では120 校ほどに上っ

ています。首都圏の国・私立中学校の数

は約 300 校あり、首都圏全体の3分の１を

超える状況です。背景には、2020 年から全

面実施が予定されている次期学習指導要

領の改訂があると考えられます。これによ

り、小学 5・6 年生では英語が週 2コマの

教科として扱われ、教科書を使用し、成績

として評価されます。つまり、帰国生につ

いても以前に比べて一般生入試を受験しや

すい環境が整いつつあるのです。その結果、

帰国生入試と一般生入試を併願した中学

受験が増えています。一方で、トップクラス

の難関校については一般生入試での英語

の導入例は少ないのが現状です。引き続き、

人気校における帰国生入試の難化と、一

般生入試での英語導入の傾向が続くと見

込まれます」（ＳＡＰＩＸ国際教育センター

の島村さん）

  学校選びのコツ

島村さんは志望校選定の要素について、

教育理念、大学進学実績、口コミ・評判、

家からの距離・通学経路、男子校・女子

校・共学校・附属校、宗教的な背景（ミッ

ション系など）、校風・在校生の様子、制服、

ブランド、偏差値を挙げ、もっとも重要な

ものは「教育理念」だと断言する。

「どのような理念のもとに学校の先生が

生徒を指導しているのか、学校説明会や

文化祭などに赴いて確認することをおすす

めします。海外にいるため学校説明会など

になかなか参加できない場合は、ホームペ

ージで学校の沿革、創立の思い、校長か

らのメッセージなどを確認するところから、

学校選びをスタートさせると良いでしょう。 

クチコミ・評判については注意が必要です。

特にネットのクチコミ情報はそのまま信用す

ることはできません。良くてもせいぜい一

個人の体験に基づく感想に過ぎず、多くの

場 合 は体 験 で

すらないことが

ほとんど。また、

知人から聞いた

情報だとしても、

あくまで個人の

主観的な感想で

あること、その

まま自分のこど

もに当てはまる

とは限らないこ

とに留意が必要

です」

また、 「ブラン

ドによる学校選びなどもってのほか」かとい

うと、実はそうでもないと島村さんは語る。

「ここでのブランドとは、世間的な評価で

はなく『親も子も満足して通える学校かどう

か』『卒業した後も誇りに思える学校かどう

か』という意味です。自身の母校に我が子

も進学させたいとお考えになる保護者は多

く、こういった観点からの学校選びも一つ

の在り方です」。

以前は「帰国生入試は一般生入試に比

べて易しいから有利」と言われた時期もあ

ったが、現在は、少なくとも人気校につい

てはそうともいえない状況になっていると

島村さん。「実際のところ、同一の学校に

ついて、帰国生入試で合格した生徒の平

均偏差値と一般生入試で合格した生徒の

平均偏差値を比較した場合にあまり変わら

ないことや、学校によっては帰国生入試の

方が高いケースが、特に人気校で多く見ら

れます。これは、募集定員が少ない一部の

人気校に全世界から受験生が殺到すること

に加え、早期帰国生の存在があるためです。

早期帰国生とは、小学 4 年生くらいまでに

帰国し、一般受験生として4 教科の受験勉

強をこなしたうえで、受験資格を生かして

帰国生入試にも参入する受験生を指します。

つまり、帰国生入試のライバルは世界のみ

ならず、日本国内にも多数いるということ

です」。
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  受験生に求められるもの

帰国生入試を行う高校の狙いについて、

ＳＡＰＩＸ国際教育センターの小森さんは 

次のように語る。「日本ではできない経験を

経てさまざまな価値観を持った生徒を受け

入れることで、国内で育ってきた生徒たち

にもグローバルな視野を身につけてもらい

たいという意図はあると思います。また近

年は、日本人学校ではなく現地校やインタ

ー校に在籍して、非常に高い英語力を身に

つけたうえで帰国する生徒が多くなってい

ます」。

中学受験の項で触れたように、高校受

験でも帰国生には英検準1 級以上の取得

が必要最低条件であると言える。ただし中

学受験とは異なり、大半の高校では帰国

生入試でも英語を含め一般入試と同じ筆

記試験が課されるため、一部の難関校を

除けば英検 2 級レベルでも十分だろう。ま

た、英検のほか TOEFLや TOEIC のスコ

アでも良いという学校もある。

「グローバルな視野」を身につけるため、

アメリカ滞在中にどのような経験を積んで

おいた方がいいかを小森さんに聞くと、「現

地の方 と々の積極的な交流を図ること、異

文化体験の機会があれば積極的に参加す

ることです。帰国生に話を聞くと、海外で

は多様な習い事をしていたという生徒が少

なくありません。スポーツのチームに入るな

ど、現地校以外の活動は重要だと思いま

す」と課外活動への参加を挙げた。

さらに、自己主張と同時に協調性も

求められていると付け加えた。

  受験資格に要注意

帰国生入試の要件は各校で異な

るが、大半の高校は、受験学年の3月時点

で義務教育 9 年に相当する課程を修了また

は修了見込でなければ受験資格は得られ

ない。小森さんによると「欧米の現地校や

インター校は 9月開始で 6月修了が一般的

であるため、生まれ月によっては、3月の時

点では9 学年未修了であり、受験資格が得

られないことになります。そのため多くの

生徒は中学 3 年生になると、現地校やイン

ター校から日本人学校に転入、または日本

に帰国して公立中学校に転入し、受験資格

を得て受験に臨んでいます」ということだ。

  受験に向けての準備

海外の主要都市では、帰国生とその親

を対象とした受験準備のセミナーが、学校

や予備校の主催で開催される機会が多い。

そのようなセミナーへの参加と、同じ地域

から帰国受験した先輩から情報を得ること

を小森さんはすすめる。

また中学入試同様に、一般生入試に比

べて筆記試験の科目数や合格基準点など

で優遇されていると思われがちだが、決し

て「帰国生入試であれば絶対に合格できる」

というわけではない。「入学後、大半は一

般生も帰国生も同じクラスで同じ授業を受

けなければなりません。帰国生入試の優

遇に安心することなく、一般入試でも合格

できるだけの学力を身につけたうえで受験

することが望ましいと言えます。理科や社

会についても、インターネット環境の普及を

背景に、現地滞在中からしっかり学習をし

て受験に臨むことができるようになったこ

とは、『将来は日本の国公立大に』あるい

は『大学は再び海外へ』といった志をもっ

た生徒にとっては、追い風になっています」

（ＳＡＰＩＸ国際教育センターの小森さん）。

提供：ＳＡＰＩＸ国際教育センター

高校受験
High School

11～12月
　ロンドン、ニューヨーク、シンガポー
ルなどで入試を行う学校が増えている。
現地滞在中に、そのような学校を受験
する生徒も増加傾向に。

1月
　中旬に千葉県内の私立高校（渋谷教
育学園幕張、市川学園）、下旬に早慶
附属高校の推薦入試や中央大学杉並高
校の帰国生入試、国際基督教大学（ICU）
高校の書類選考入試や青山学院高等部
の帰国生入試を多くの帰国生が受験。

2月
　男子の附属校志望者は早慶附属高
校、進学校志望者は開成高校や筑波大
学附属駒場高校、都立日比谷高校など
を受験。開成高や日比谷高には帰国生
入試の設定がなく5 科目の一般入試と
なるが、毎年、多くの帰国生が合格を
勝ち取っている。
　女子は慶應義塾女子高校や早稲田実
業高校、早稲田大学本庄高等学院のほ
か、 慶應義塾湘南藤沢高校や東京学芸
大学附属高校、都立西高校や都立日比
谷高校、豊島岡女子学園などが人気。

高校の帰国生入試・受験日程のパターン

※首都圏であれば入試日程が重複しない学校も多いため、さまざまなパターンで受験することが可能。
例年、出願数は平均 7 校。
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  ここ数年の入試傾向

大学の帰国生入試 におけるここ数年の

変化について、駿台国際教育センターの高

島秀行さんは次のように説明する。「日本の

入試制度自体が多様化しており、英語重視

の傾向が強まって TOEFL などの語学試験

の提出を必須とする大学が増えています。 

また、AO入試の実施大学、学部が増えた

結果、帰国入試がAO入試に統合または

廃止となるケースも増えました。国際化に

よって日本国内にも国際感覚や十分な英語

力を持つ学生が増えたことから、帰国生だ

けにそれらを求めなくてもいいという大学

側の姿勢の表れとも捉えられます。ただし、

海外における貴重な体験は日本国内の学

生には経験できないことですから、帰国生

入試やAO入試においては、その部分を強

調することが今後は特に重要となります」。

大学入試ではこれまで以上に「海外にお

ける貴重な体験」が重要視される傾向があ

るようだ。さらに、国際色を強調する学部

が近年多く開設されているのも、ここ数年

の 日本の大学の間接的な変化だと高島さ

んは説明する。

「青山学院大学の地球社会共生学部、

学習院大学の国際社会科学部などです。

学習院の同学部に関しては AO入試のみの

実施で、帰国生入試はありません。また、

2019 年度には東京外国語大学に国際日本

学部が誕生します。英語力や海外体験が

生かせる学部を受験するチャンスが増えた

と言えます。さらに今後も、センター試験

の英語の改定や外部語学試験の導入、主

体性や協調性の重視など、一般入試にお

いても帰国生にとって取り組みやすい環境

が整っていくものと予想されます」

  異なる対策と求められるもの

大学入試は国立・私立 によって対策が

異なる。「国立に関してはレベルにもよりま

すが、日本語の実力は重要な評価対象と

なります。特に小論文対策が重要。漢字

の読み書きができるのはベースラインで、あ

とは日本語で論理的に説得力のある文章を

書く力が必要となります。日記程度ではな

く、きちんと順序を踏まえた論理的な文章

を書く力を身につけておきましょう」とアド

バイスするのは、ena 国際部の高橋清志さ

ん。対策としては、定期的に過去の受験

問題集から小論文や作文の課題に挑戦す

ることが良いという。「問題の多くには課題

文がついていて、その内容に沿って書かな

ければならないので、普段使わない語句を

使って語彙を広げる練習になります。また、

読書も有効。自分が入りたい学部の分野

に関係のある本を、必ず数冊は読んでおき

ましょう」。

文系・理系での違いはどうだろうか。「文

系であれば基本的に英語、国語、小論文

ができていれば

問題ありません

が、理系は話が

別です。帰国生

入試であっても、

現地校の勉強の

やり方では日本

の大学入試の理

数科目の問題は

解けません。早

い段階から、で

きればハイスク

ールに入学した

時点から、日本の高校理科の勉強に取り

組んでおくことをおすすめします」。

大学受験で帰国生に求められる要素と

して重要なのが、英語力と日本語力。帰国

生入試では、語学の成績と面接、そして小

論文が評価対象となる。「英語に関しては、

TOEFL のスコアが必須です。最低水準は

70点、あとは大学レベルによって必要なス

コアを確認して、クリアできるようにしてお

きましょう。SATスコアの提出は要求しない

大学もありますが、『提出が望ましい』とし

ている大学には必ず提出すべきです。慶應

義塾大学を志望するのであれば、1350点

以上が必要となってくるでしょう。日本語力

としては、小論文を書く文章力とともに面

接でアピールする力が必要。日本語力は入

試だけでなく、入学した後の授業や定期試

験でも重要です。そういった意味では、入

学後も授業についていけるだけの十分な日

本語力を身につけることが大事」と、高橋

さんは言う。

駿台国際教育センターの高島さんによる

と、大学が帰国生に求める主体となる要素

は 3 つ。「語学能力、論理的思考を含む表

現力、そして大学での学びに必要な基礎

学力です。 語学力には、TOEFL などの語

学試験の成績や日本語での小論文が含ま

れます。表現力は小論文や面接において

重視されます。基礎学力は特に理系の学

生に強く求められ、学科試験で大学入学

大学受験
University
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後の学びや研究にきちんとついていくこと

ができるかどうかが測られます」。

準備に関して、高島さんは「多くの場合

は最終学年の1年を十分に使い、受験年

の5～ 6月までに語学試験を出願に適うス

コアまで引き上げます。アメリカ教育制度

の学生が慶應義塾大学に出願する場合は、

SAT のスコアとTOEFL のスコアの提出が

必須です。海外滞在期間にもよりますが、

通常は最終学年で取り組んでも十分に間

に合います。ちなみにSATとTOEFL、と

もに受験年の6月までのスコアも有効です。

日本語に関しては、英語での学びを優先し

たうえで、時間的余裕が見つけられれば読

書、ニュースのチェック、社説の書き写しな

どで維持伸長を図ります。また、読書やニ

ュースなどで得た知識をもとに、ご家庭な

どで日本語でそのトピックについて話し合

うことも有効だと考えられます」とアドバイ

スする。

  入学時期と受験準備

6月、帰国生たちは海外の高校を卒業し、

日本に戻ってくる。駿台国際教育センター

ではそのタイミングに合わせて大学受験対

策講座を開始する。早いところでは 9月か

ら入試が始まるため、「まさに短期決戦」だ

と高島さんは言う。しかし、前述のように

それより前の段階で準備を開始すべきであ

るとも強調する。

「アメリカの高校では、シニアの中期から

後期、現地の生徒たちの進学先が決まり

落ち着いた雰囲気になると聞きます。それ

によって、日本の大学の入試を受ける帰国

生たちの気が抜けることも少なくないようで

す。緊張感を保つためにも早めに入試対

策の塾や予備校に連絡を取り、登録者専

用の情報ページにログインして情報を収集

したり、カウンセラーにメールで相談したり

するなど、 準備を心掛けましょう。卒業する

年の1月が開始時期としてはおすすめです」

4月入学以外にも帰国生にとって嬉しい

のが、英語で学ぶコースを設置した9月入

学の大学学部が増加中だという点。国際

基督教大学（ICU）、上智大学、 早稲田大

学、慶應義塾大学などに秋入学の学部が

ある。その場合、高校を6月に卒業した帰

国生も、夏休みが終わった9月に入学でき

る。ただ、ena 国際部の高橋さんは、9月入

学はあまりおすすめしないと言う。「国際基

督教大学は6月卒業も実施されていますが、

早稲田大学教養学部はまだその制度が整

っておらず、3月卒業となります。そうする

と、9月に入学したら半年長く大学に通わな

ければいけなくなります。さらに日本での

就職を考えた時に、4月入社を基準に新卒

の採用面接を行う会社が

ほとんどである現在、秋

に卒業できたとしても入

社のタイミングが合わなく

なります。そう考えると、6

月に高校を卒業して、翌

年春入学の入試が実施さ

れる9月までの間、しっ

かりと勉強して望んだ方

が効率的だと考えます」。

最 後に、 単 独で 準 備

に取り組むよりも予備校

や塾で受験対策に臨むメ

リットについて、駿台国

際教育センターの高島さ

んに聞いた。「まず、何事

にも対策を立てるにはデ

ータが必要ということで

す。当センターには毎年

多くの帰国生が在籍する

ため、年度ごとの入試の傾向を事前に知る

ことが可能であり、また、過去の実績をも

とに帰国入試特有の事例や、トラブルが起

こった際の対処法など細かい点まで情報を

提供することができます。もう1つは学習面。

小論文などは講師が客観的に評価、指導

することで短期間でも伸びが見込めます。

ポイントを押さえた面接の練習も可能です」。

さらに、どういう帰国生が短期決戦で伸び

を見せるかを過去の経験から聞いた。「高

い目標を掲げ、地道に取り組める生徒。そ

して、海外生活を通じて得られたことを自

分なりに評価、分析し、思いを的確に伝え

られる生徒だと思います」。

秋は目前、最終学年の生徒たちはスター

トダッシュの時期を迎える。

提供：ＳＡＰＩＸ国際教育センター

ＳＡＰＩＸ 国際教育センター
http://kokusai.sapix.co.jp

駿台国際教育センター
http://www.sundai-kaigai.jp/kokusai/

ena 国際部
http://www.ena-kikoku.com

取材協力

❶2020年度から現行の「大学入試センター試験」
に代わり、新テスト「大学入学共通テスト」を実施。
・国語、数学に記述式問題を導入。思考力、分析力、
表現力を問う内容になる。
・英語はマーク式の試験に加えて外部検定試験を併
用。4 技能（読む、聞く、書く、話す）を測る。

❷学習指導要領の改訂（異文化理解・コミュニケー
ション力）
小学 5 年生から英語を「教科化」。現在は移行期間中。

❸少子高齢化（外国人労働者数の増加）
英語の重要性が増し、大学だけでなく中高入試でも
話す能力が試されるようになる。

❹シンギュラリティの到来
文・理系に関係なく数学的思考ベースの入試問題の
出題率がアップする可能性大。

帰国受験にも影響を与える？
日本の教育界を取り巻く変化
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カリフォルニアで7月に行われたテニスの慈善

イベントに、錦織圭選手が参加した。怪我から

の復帰を果たし、好調ぶりを見せる彼の今後の

意気込みとは――。

7月21日、錦織選手のコーチであるマイケル・チ

ャンが主宰するチャリティ・イベントが、ニューポート

ビーチ市で開催された。毎年行われる同イベントで

は、ワールドクラスの選手たちによるエキシビション

マッチやUSTA（全米テニス協会）認定のトーナメント

などを実施。イベントによる収益は、ホームレスの状

況にある人々に住居を提供するための支援活動を行

うNPO団体「HomeAid Orange County」の活動資

金に充てられる。

怪我からの復帰が
プラスに働いた

錦織は昨年に引き続き、今年もエキシビションマ

ッチに登場。彼は2017年の夏以降、右手首の怪我

によりツアーからの長期離脱を余儀なくされたが、

2018年1月に大会へ復帰、4月に開催されたモン

テカルロ・マスターズ（モナコ）では準優勝に輝き、

完全復活を印象づけた。さらに、7月上旬に開催

されたウィンブルドン選手権（イギリス）で自身初

となるベスト8進出を果たし、世界ランキング28

位から20位へと浮上。「モンテカルロでの結果が

自信につながる転機となった。スムーズで安定し

た良いプレーができました」と錦織は話す。右手首

の損傷について、「最

初はここまで悪くなる

と思っていなかったの

で驚いたし残念でし

たけど、治療後、復

帰に向けて自分のシ

ョットを一から見直す

きっかけになりました。

復帰当初はテニスを

取り戻すのに大変な

時期もありましたけど、

サーブもガラッと変え

て、今はどのショット

もしっくりきているの

でプラスに変えられた

と思います」と前向きな姿勢を示した。

さらなる高みを目指して

今後は7月30日に開幕したシティ・オープン（ワシ

ントンDC）に出場、そして8月27日からは今年の4

大大会の最後を飾る全米オープン（ニューヨーク）へ

の出場も控えている。全米オープンといえば、2014

年には準優勝という好成績を収めた錦織。今の調子

や心境について、「いろいろ経験して、どのショットも

安定感が出てきて磨かれていると感じています。また

決勝に行くのが今の一番の目標」と意気込みを語った。

同席したマイケル・チャンも、「ここ数カ月で彼は明ら

かに進歩しているし、どんどん自信もつけている。今

年の夏は好調に進むだろう」と自信を示した。

当日のエキシビションマッチで錦織は終始リラック

スした様子で、時折笑顔を見せながら試合を楽しんで

いる姿が印象に残った。これから始まるハードコート

シーズン、どんな熱い戦いを見せてくれるのか、期待

が高まる。

安
定
の
シ
ョ
ッ
ト
に
闘
志
み
な
ぎ
る

プ
ロ
テ
ニ
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
　
錦
織 
圭

Text & Photo by 
Haruna Saito

コーチでありイベント主宰者でもあるマイケル・チャン（右）とともに

慈善イベントでの試合を楽しむ錦織圭選手
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健康な髪を作る栄養素

健康な髪を保つには、健康的な食生活が大事。栄養素にはそ
れぞれ役割があるので、バランスのとれた食事を心がけることが
重要です。
カルシウムや銅などのミネラル類の摂取は、黒々とした髪を

作り出します。メラニン色素を作るメラノサイトを活発にする働
きがあるのが、カルシウム。また、メラニン色素を作るのに必要
な酵素は銅イオンと結びつくことで効果を発揮するため、銅も欠
かせない栄養素です。
丈夫な髪を作るには、タンパク質や亜鉛、ビタミンの摂取が

重要。タンパク質は髪の主成分でもあります。タンパク質を体内
に取り込む際に関与している酵素に含まれるのが、亜鉛。また、
ビタミンB群はタンパク質代謝に関与しており、ビタミンEは血
行を促進し、髪に栄養を届ける働きがあります。

日々のストレスケアも大切

白髪を防ぐには、ストレスフリーな生活も大事です。近年は
IT機器の発達やSNSの浸透で、デジタル機器によるストレスが
増えてきています。パソコンやスマートフォンを長時間使用する
と、眼精疲労や肩こりなど、体に負担がかかります。ストレスケ
アに最適なのは、とにかくリラックスすること。十分な睡眠とリ

ラックス法で生活の質を上げて、白髪になりにくい健康的なライ
フスタイルを身につけましょう。日々の生活に取り入れやすいリ
ラックス法には、以下のようなものがあります。
瞑想：1日1回、就寝前に何も考えず、ゆったりと呼吸の音に意識を傾け
ましょう。
ヨガ：ひとつのポーズを決めて、呼吸を意識しながらリラックス。
目の上に蒸しタオル：血行が良くなり、新陳代謝が活発になります。
ツボ押し：鼻をつまむように鼻の奥（セイメイというツボ）を少しずつ指
圧すると、眼精疲労に効果的。
アロマテラピー：良い香りはストレス発散につながり、美容にも効果が
あります。

暮らしに役立つ美容の情報をお届けします。

白髪を防ぐライフスタイル
白髪は、加齢や遺伝に加えて食生活や生活習慣、ストレスとも関係している
といわれています。白髪を増やさないようにするために、日々取り入れられ
る対策をご紹介しましょう。

PROFILE
毛髪スペシャリスト　高橋恵子
東京都生まれ。ホーユーアメリカのR&D研究員。アメリカを中心に、
北中南米のヘアカラー、ヘアケア商品の開発に従事。毎日、さま
ざまな人種の髪で新商品をテストしている。趣味は読書とパン作り。

それでも出てきてしまった白髪にはヘアカラーが効果的ですが、髪
質によって染まり具合には個人差があります。ヘアカラーの効果に
影響を与える要素は主に4つ。髪を染める時は、自分の髪質をよく知
ることが重要です。

細くて軟らかい髪は染まりやすく、太くて硬い髪は染
まりにくくなります。色を選ぶ際、染まりやすい髪質
で暗めに染めたい場合は希望の色よりも１トーン明る
い色を、染まりにくい髪質で明るめに染めたい場合は

希望の色よりも１トーン明るい色を選ぶとよいでしょう（白髪への染
まりは弱くなります）。

ヘアカラーは温度が高いと反応が早く、低いと遅く染
まりにくくなります。通常は室温20～30℃を基準に放
置時間が設定されているので、染める時は室温である
ことを確認しましょう。

人間の頭部は部分によって温度差があり、染め上がり
に影響が出ます。白髪の多い部分やフェースラインは
染まりにくいので、ヘアカラー剤の塗布量を多めにす
るとムラなく染まります。

髪質により、塗布してからの放置時間も調節が必要。
染まりやすい髪は記載時間通りに、染まりにくい髪は
時間を長めに。ただし、時間を極端に変えるとムラ染
めなどの原因にもなります。

髪質

温度

塗布量

時間

白髪をキレイに染める4つの条件

黒々とした髪
カルシウム 乳製品、小魚、海藻類、大豆、ご

ま、小松菜など

銅 牡蠣、イカ、干しエビ、大豆、レ
バー、ナッツ類など

丈夫な髪

タンパク質 乳製品、肉類、魚介類、卵、大豆
類など

亜鉛 牡蠣、海藻類、レバー、赤身の肉
類、大豆、ごまなど

ビタミンB レバー、豚肉、マグロ、ナッツ類、
大豆、キノコ類など

ビタミン E 魚介類、米類、大豆、穀類、植物
油、緑黄色野菜など
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あちこちで湧き出る温泉に表情豊かな

山野、豊富な水……。植物も動物も鳥類

も、そして昆虫類にとっても、あらゆる生

き物の楽園であるイエローストーン国立公

園は、1872年に世界で初めて制定された

国立公園だ。アメリカ最大級の火山地帯

に位置するこの公園は、無数の間欠泉や

温泉などの熱水現象、渓谷や滝といった

起伏に富んだ荘厳な景観美、アメリカ開

拓期以前の動植物層を残す手つかずの自

然など、類まれな魅力を有している。原始

の地球の姿、そして地形や生態系の進化

の過程を示す顕著な見本として、1978年

には遺産第１号の一つとして、世界自然遺

産にも登録された。

3州にまたがる公園の広さはおよそ222

万エーカーで、アメリカ国内では最大規模。

その敷地の大半はワイオミング州に位置し

ている。公園の80%は森林、15%は草原、

5%は水に覆われており、大小約290もの

滝があるのも特徴だ。

公園最大の見どころは、熱水現象。こ

こには500以上の間欠泉があり、その数

はなんと世界の半数以上を占めているの

だそう。必見なのが、オールドフェイスフ

ル間欠泉で見られる熱水の噴出だ。1分半

〜5分間続く噴出は、天を裂くような勢い

で106〜184フィートもの高さまで熱水が

吹き上がる。1〜2時間おきに見られるそ

の光景は圧巻。また、園内最大の熱水泉

グランド・プリズマティック・スプリングも

見逃せない。直径370フィート、深さ121

フィート以上ある熱水泉は、濃い碧を中心

にエメラルド、黄、オレンジと、外側に向

かって鮮やかな美しいレインボーカラーが

広がる。このほかにも、白い石灰段丘の

ようになった温泉が見られるマンモス・ホ

ットスプリングスや、コポコポと泥が吹き

上がるマッド・ボルケーノなど、見どころ

は数知れず。園内の熱水泉はそれぞれ特

徴が異なるので、どこへ行っても新鮮な気

持ちで楽しめるだろう。

イエローストーンのもう一つの魅力は野生

動物だ。ここには67種の哺乳類と285種

の鳥類をはじめ、多数の魚類や両生類、爬

虫類が生息している。そこかしこで草を食

むバイソンはもちろん、エルクやムース、ブ

ラックベア、コヨーテなど、さまざまな動物

が暮らすこの公園は、まさに生き物の王国。

野生動物を見るならレイマー・バレーがお

すすめ。ありのままの生活を送る彼らの姿

には、日常を忘れてしまうだろう。イエロー

ストーンでは野生動物たちとの距離が厳密

に定められており、必要以上に近づくこと

は許されない。彼らの姿をしっかりと観察し

たいなら、望遠鏡を持参しよう。人だかり

ができている所には近くに生物がいる証拠

なので、注意深く周囲を観察してみて。

イエローストーンではハイキングやキャ

ンプのほか、サイクリングやボート、釣り、

乗馬、冬にはスキーやスノーモービルなど

も楽しめる。園内を知り尽くしたレンジャ

ーが案内してくれるプログラムもあるので、

参加してみてはいかが。

豊かな自然に包まれたイエローストーン国立公園には、グリズリーやオオカミといった珍しい動物も

オールドフェイスフルの噴出予想時刻はビジターセ
ンターで確認できる

吸い込まれそうなほど碧く澄んだ熱水泉、サファ
イア・プール

Vol.7

文／齋藤春菜●物流会社で営業職、出版社で旅行雑
誌の編集職を経て渡米。思い立ったら国内外を問わず
ふらりと旅に出ては、その地の文化や人々、景色を写真
に収めて歩く。世界遺産検定 1 級所持。

遺産プロフィール
イエローストーン国立公園
Yellowstone National Park　
登録年 1978 年
遺産種別 世界自然遺産
https://www.nps.gov/yell/index.htm

世界遺産とは●地球の生成と人類の歴史によって生み出され、
未来へと受け継がれるべき人類共通の宝物としてユネスコの世
界遺産条約に基づき登録された遺産。1972 年のユネスコ総会
で条約が採択され、1978 年に第 1 号が選出された。2018 年 7
月現在、167 カ国で 1092 件（文化遺産 845 件、自然遺産 209 件、
複合遺産 38 件）が登録されている。

生きとし生けるものの楽園

イエローストーン国立公園
ワイオミング・アイダホ・モンタナ州
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普段会話をしていると、「～ってわけ
じゃないんだけど」や「～っぽくないよ
ね」のように、完全な否定ではなくや
んわりと軽く否定をすることって結構あ
りますよね？　そんな時に使えるのが、

「It’s not like ＿ .」です。今回は、ネ
イティブの会話でよく耳にする「It’s not 
like」を使った3つのフレーズを紹介し
ます。

「It’s not like」は基本的に「別に～とい
うわけではない」を意味する、日常会話
で使われるカジュアルな表現です。「別に
好きな／嫌いなわけではないけれど……」
のように、微妙な気持ちを表したい時に
使われます。たとえば、「別に彼女のこと
を嫌いなわけじゃないんだけど、僕のタ
イプじゃないんだ」と言う場合、「It’s not 
like I don’t like her. She’s nice but 

just not my type.」のように表現します。
「It’s not like someone」という表現

は、「あなたらしくないね」や「ジョンさん
らしくないね」のように、人の言動や行
動が普段とは違う時に使われるフレーズ
です。たとえば、友達の言動が普段と
違うので「あなたらしくないね」と言う場
合は「It’s not like you」、「～するなんて
君らしくないね」とより具体的に言う場
合は、「It’s not like you」の後に「to＋
動詞の原形」が続きます。

相手に誤解された、または冷やかさ
れたことに対して「そんなんじゃないよ」
と否定したり、相手の考えが間違ってい
ることを注意したりする時に使われるの
が、「It’s not like that!」。たとえば、同
じクラスの子と付き合っているんじゃな
いかと友達から冷やかされた場合、「It’s 
not like that. We’re just friends.（そ
んなんじゃないよ！　ただの友達だよ）」
という具合に使います。

第７回　　英語でやんわり否定したい時は「It’s not like」

ロサンゼルス出身の日米ハーフ。両親
が運営する L.A. の英会話学校「BYB 
English Center」にて、高校生の頃
から英語講師としてのキャリアをスタ
ート。UC Santa Barbara 大学へ入学
し、１年間一橋大学へ交換留学。卒
業後、国際交流員として日本で２年間
の勤務を経て、2011 年にアメリカへ
帰国し BYB 姉妹校をアーバインに開
校。2013 年に英語学習サイト「Hapa
英 会 話 」 を設 立。YouTube にて登
録者５万人を超える英会話チャンネル

「Hapa 英会話」を配信。

・It’s not like you’re busy. Help me out.
 （別に忙しいわけじゃないでしょ。手伝ってよ。）

・It’s not like I want to go but I have no choice.
 （別に行きたいわけじゃないんだけど、行かないといけないんだよ。）

・Did he really say that? It’s not like him.
 （彼がそんなこと言ったの？　彼らしくないね。）

・It’s not like Jesse to be so negative.
 （あんなネガティブな発言するなんて、ジェシーらしくないね。）

・Trust me. It’s not like that.（信じてよ。本当にそんなんじゃないんだ。）

Jun Senesac

例文

チャンネル
「Hapa 英会話」も見てね !
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家
の売買を仕事にしている。

買う時は楽しい。貯金ができた

から、結婚したから、こどもが

生まれるから、引退するから。どのような

理由であれ、新生活への期待に笑顔が弾

ける。反対に家を売る時は、さまざまな

理由と事情があることが多い。長年住み慣

れた家、家族の思い出が詰まった家を手放

すのは、生きてきた時間を置き去りにするよう

な辛さがある。

家を売りに出す際、売り手に大きな犬がいる時は、

エージェントは頭が痛い。犬は今まで飼い主からか

わいがられ、平安に過ごしていた自分の領域に、あ

る日、見知らぬ人が侵入して来て戸惑う。当然、こ

れまで躾けられた通りに他人を警戒し、吠え、ご主

人を守るために攻撃する。家の中で飼われていた犬

は、ケージに入れられたりガラージに追いやられた

りするから、自分が邪魔になっていることを察知す

る。ストレスが溜まり、穏やかだった犬の性格が

変わってくる。だから、売り手とペットにとってベ

ストの方法を考え、短期間のうちに家を売るよう

努力してきた。一番恐れるのは、犬がストレスか

ら病気になったり、反対に買い手などの他人に飛

びかかって裁判沙汰になったりすることだ。だか

ら、ペットがいないほうがやりやすいというのが正

直なところだ。

こどもたちが独立し、夫婦も老いたので日本に

帰国することに決めた方から、家の売却を頼まれ

た。ロケーションが良く、学校区の良い地域だっ

たので、売却は難しくない。だが、一つ困ったことが

あった。黒い大きな犬を室内で飼っておられた。ネ

オはかなりの歳で、歩くこともおぼつかなくなってい

た。せめてネオが逝くまでは家を売るのを待っていて

やりたいと、相談を受けてからかれこれ半年が経っ

た。ご主人は仕事の事情もあって先に帰国され、奥

様だけが残って働きながら売り出しの時期を待ってい

た。しかし、これ以上待てば売る時期を逃してしまう

と切羽詰まった。ネオは、まだ荒い息をしながらも

生きていた。家を見たい人が来たら、私が彼に付き

添うことにした。これなら事故がないだろう。私には

負担になるが仕方がない。その週の金曜日に家を売

りに出すことを決め、準備を始めた。

ところがである。水曜日の夜11時半に、奥

様から興奮した電話がかかってきた。ネオ

が死んだ、と。専門病院に連れてゆくの

は朝にしようかと迷ったが、病院に電話

すると、死後硬直が始まると運ぶのが大

変になるから、まだ温かいうちに連れて

きなさい、と。一人で運ぼうとしたが重

くて動かない、手助けに来てもらえないか、

という電話だった。すっ飛んで行った。

ネオは好きだった居間で寝ていた。まだ、温

かかった。なでてやった。その時、「ごめんね」という

言葉が口からついて出た。私の心の暗い所で、ネオ

が早く逝ってしまうのを待っていたからかもしれない。

ネオがその夜死んだのは、ただの偶然だろう。もう

その時期だったのだろう。でも私には、ネオが日本

にもついて行けない、この家も売られる、ならもう

死んでもいい、そのほうがご主人様孝行だ、と感じ

たのだと思えて仕方がなかった。かわいそうなことを

した。他人にしたことは、必ず自分に降りかかる。

私も最後は同じ運命をたどるだろう。真夜中に二

人でネオを運び、病院に預けた。誰もいない灰色

のロビーの時計は1時だった。静寂に吸い込まれ

そうな深い夜だった。

「犬の十戒」という英詩がある。私も長年犬を

飼ってきた。それで、その要約をときどき読む。

1.私の命は10〜15年くらいしかありません。

2.言われたことを理解できるまで、時間をくださ

い。3.私を信頼してください。それだけで私は幸

せなのです。4.あなたには、仕事や楽しみや友

達があります。でも私にはあなたしかいないのです。

5.私に話しかけてください。言葉は理解できなくても、

あなたの声の調子で分かります。6.あなたが私をどう

扱ったかを、私はずっと忘れません。7.私を叩く前に

思い出してください。私には、あなたの手の骨を簡単

に噛み砕ける歯があります。でも私はあなたを噛まな

いと決めています。8.言うことを聞かないと叱る前に、

それには理由があることに気がついてください。9.私

が年老いても、世話をしてください。10.私が逝く時

はどうかそばにいてください。それだけでどんなこと

でも安らかに受け入れられます。そして、忘れないで

ください。私があなたを愛していることを。

泣けてくる。

犬
の
十
戒

第
63
回
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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40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。





ニナのソフォモアの学年も残すところ2

週間という6月頭の某日、高校で開催さ

れた「アワードナイト」に行ってきた。招待

状には「あなたのお子さんが受賞すること

になった。家族友人で祝ってあげてほし

い」とあった。スポーツのクラブに入って

いないニナは、何か勉強で受賞するのだ

ろうと推測。でも何の賞かは、当日、出

席するまで分からない。

しかし、シャイというか、派手なことは

苦手なニナ、「行かなくてもいいんじゃな

い？」と言う。「そんな！　親孝行だと思っ

て一緒に行こうよ。ニナがステージで表彰

されているところが見たい」とせがむ母親

（私）。どちらが大人か分からない。

なんとか説得して、招待状にあった

“dress to impress”まではいかないけ

れど、黒いワンピース姿のニナと夜の6時

に講堂へ。500人は座れる会場は満席だ。

表彰される本人に対して、家族が数人で

詰めかけるのでイベントはいつもこうなる。

ニナは入り口で受け取ったプログラムで

自分の名前を探す。「あ、チャイニーズ3で

もらうんだね」とポツリ。確かにニナは中

国語に熱心だ。先日の母の日のカードも

全部中国語で書いてきた。その場で英語

に訳してくれて意味が分かった。ロサンゼ

ルス近郊の高校では外国語に日本語を選

択できるところも多いが、ニナの高校に日

本語はない。そこで韓国系や日系の生徒

は中国語を選択することになる。ニナは

中学で中国語を始めて、高校でも頑張っ

ている。 

皆勤賞も

式は、国旗を掲げた軍服姿の4名の

生徒が壇上に登場して幕を開けた。全員、

席から立ち上がって胸に手を当て忠誠の誓

いを唱える。そして、軍服姿の生徒たちが

退場するとともに、前方スクリーンに次々

に賞のタイトルと受賞生徒の名前が映し出

された。学年ごとの優秀スポーツマン賞

に続き、「スカラー・アスリート」賞の受賞

者が呼ばれる。何かと思えば、スポーツ

が優秀なだけでなく、学業も優秀、文武

両道の生徒が選出されるようだ。司会の

教師が受賞生徒のGPAも読み上げていく。

生徒の名前が呼ばれるたび、家族や友

人が大きな声援を贈る。まるでアイドルの

コンサート会場のようだ。しかし、ある

賞の瞬間だけは、会場が一斉にシーンと

静まり返った。それは昨年春、突然の病

気で亡くなったバスケットボール選手の名

前を冠した記念賞の発表の時だった。司

会者は涙声になっていた。その先に明る

い未来が続くはずだった高校生活の途中

で、突然、病を宣告されて

亡くなってしまった彼を偲び、

皆が心を一つにしたように

感じた。

さて、スポーツ部門の発

表の次はアカデミック部門。

各教科を受け持つ教師が

選出した最優秀生徒が1名

ずつ名前を呼ばれる。英語

1、英語2、米国史と教科ご

とに受賞者が壇上に上がる。ニナは前述

のように中国語3の最優秀賞を受賞した。

さらに皆勤賞も。スポーツや勉強ができ

るに越したことはないが、皆勤賞こそ褒め

てあげたい。最近はいじめや孤立で不登

校のこどもが少なくない。こどもが何の問

題もなく、毎日、学校に向かうことは当た

り前のようで、実は当たり前のことではな

いのだ。

最後は、シニアから男女1名ずつの「ス

チューデント・オブ・イヤー」の発表だ。

名前だけでなく、スクリーンに卒業アルバ

ム用の顔写真が映し出された。いわばア

ワードナイトの大トリ。男子生徒はスタン

フォード大学でコンピュータサイエンスを

専攻予定、女子生徒はUCLAでバイオケ

ミストリーを専攻するのだそうだ。優秀さ

に目がくらむ。

式に参加してみての感想。アメリカの高

校生はなんて大人っぽいんだろう、という

こと。そして、APクラスも含めると、高校

には実に多様な教科と細かいレベル分け

があることにも驚いた。ニナには「よく頑

張ったね。お疲れさま」と声をかけた。説

得して一緒に参加して良かった。親冥利に

尽きるひとときだった。

第71回

アワードナイト

26     U.S. FrontLine   August 2018





米国移民国籍法第214条（b）項に基づく
ビザ拒絶
毎年多くの非移民ビザ申請が、移民国

籍法第214条（b）に基づいて拒否されて

います。非移民ビザ申請者は、アメリカへ

移民する意志を持っていないことを証明す

る必要がありますが、それを克服できな

ければ申請が拒否されてしまいます。これ

は移民法のもと、領事館は「すべての申請

者はアメリカに移民する意志がある」とい

う仮定に基づいて審査を行うためです。

非移民ビザが拒否された際に受け取る

拒否通知には、ビザ申請拒否の理由が書

かれています。自国との強いつながりを欠

いている、また、ビザ発行のための基準

が満たされていない、と記載があるでしょ

う。ただし実際には、ビザ発行拒否はさ

まざまな異なる理由によります。また、時

には拒否理由が正当な理由ではない場合

もあります。

214条（b）項に基づいたビザ発行拒否

理由として、多いのは「自国とのつながり

が弱い」という理由です。これは、申請者

が自国で職に就いていない、もしくは給与

があまり良くない仕事や新しい仕事に就い

たばかりの方、自国に財産や資産を所有

していない方などが当てはまります。また、

基本的に年齢が若くて独身の方や海外生

活が長い人なども、自国との強いつなが

りがないとして拒否される場合があるため、

なるべく多くの証拠を集めましょう。

過去にアメリカでの長期滞在やステータ

ス延長をしている申請者でも、ビザ発行

の拒否を受けることがあります。こういっ

た申請者は自国に居住しておらず、アメリ

カ滞在時も不正に労働していた可能性が

あるとされるためです。また、大使館では

申請者のソーシャルメディア等も確認しま

す。よってESTAで頻繁にアメリカに滞在

し、Facebookやインスタグラム等であた

かもアメリカに住んでいるような投稿はし

ないよう気を付けましょう。例として、アメ

リカに居住する孫の世話を手伝うために

頻繁にESTAで入国し、長期滞在した祖父

母がその後、非移民ビザ申請をした際に

拒否されることがあります。大使館の意見

としては、アメリカであまりにも長い期間

滞在してきたため、信頼性の問題につな

がるとされてしまうのです。

また拒絶によく見られる傾向として、面

接での問題も挙げられます。ビザ申請に

おいては、面接時の申請者の印象が重要

です。審査官は申請者の質問の受け答え

や誠実さを見ており、それが申請者の意

志、信頼性、適格性の判断基準となりま

す。申請書の内容と面接時に回答した内

容が矛盾しないよう、申請内容をきちんと

復習しましょう。

さらにいえば、非常に複雑な移民法や

申請の事実関係の誤解による拒絶が発生

することもあります。審査官は、さまざま

な案件の審査を少ない時間の中で、限ら

れたリソース内で行っており、時に間違い

を起こすこともあります。適切な場合は、

再度ビザ申請を行うこともできます。ただ

し、前回の申請から状況が変わった、ま

たは状況を明らかにする追加書類や重要

情報がなければ、再申請されてもビザを

受けることは難しいでしょう。　

※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

Aina Law Office
移民法を専門に永住権申
請、非移民・移民ビザ、市
民権などあらゆるケースを
扱っています。また、米国
進出に伴う会社設立をはじめ総合的なお手伝いをし
ます。弁護士、スタッフともに日本語で、迅速に丁寧に
ご対応致します。お気軽にお問い合わせください。
www.ailovisas.com
弁護士　ミチコ・ノーウィッキ                                    
Email: info@ailovisas.com
フリーダイヤル: 888-917-AILO (2456)                        
Tel: (808)380-3075
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