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U.S. FrontLine、J-goods 共同印刷・配本のお知らせ
U.S. FrontLine は 5 月号より、日本の文化や商品を中国語で紹介する情報誌「J-goods」と共同で印刷・配本することになりました。

U.S. FrontLine は全米をカバーするオリジナル記事でアメリカのビジネス情報や生活情報をご紹介いたします。
また J-goods では中国語圏の方々に日本の文化や商品情報などを提供します。

これからも読者の皆様のご期待に応えられるよう、スタッフ一同精進して参ります。今後ともご愛顧・ご愛読のほどよろしくお願いいたします。
2017 年 5 月

U.S. FrontLine スタッフ一同

フロントライン編集部へのご意見・お問い合わせはこちらへどうぞ！			info@usfl.com
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夏はキンキンに冷やしたビール、日本酒、ロッ

クの焼酎や梅酒、さらに近年知名度を上げて

いる日本酒を使ったカクテルなどがいつもにも

増して美味しい季節。そこで各社一押しの日

本のビール、酒、焼酎を厳選して紹介する。

夏に美味しい
ビール・日本酒・焼酎
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2016年9月にサッポロUSAか
ら発売。1964年にアメリカ市場に
同社が進出して以降、主に日本食や
アジア系料理と共に飲まれてきたサ
ッポロビールだが、より幅広い層の
顧客層に受け入れられるようにとの
コンセプトを基に新製品として誕生
した。厳選された黒麦芽の旨味とホ
ップのほろ苦さによる豊かな味わい、
すっきりとした喉越しのダークラガー
で、飲み飽きないまろやかな後味も
特徴。このプレミアムブラックには、
ドイツ料理、アジア料理、ケージャ
ン料理やメキシコ料理など幅広く合
わせられる。グリルした肉料理やロ
ーストした野菜、さらにはクレームブリュレのようなデザートとも相
性が良い。夏の賑やかな集まりにオールマイティーに活躍しそう。

生酛造りで醸した辛口の純
米酒を吉野杉の酒樽で貯蔵し、
一番香りの良い飲み頃を取り出
して瓶詰めした。すっきりとした
辛口酒だからこそ冴える爽やか
な吉野杉のキリッと引き締まっ
た喉越しが楽しめる。杉の爽や
かな香りはまさに夏向き。日本
酒初心者から愛飲者まで幅広い
層にオススメ。樽に貯蔵してい
るので、ウィスキー好きにも人
気がある。そして、好相性の食
べ物はうなぎ。樽酒にはうなぎ
の脂っこさを軽減させる効果がある。日本では土用丑の日には樽酒
の売り上げが伸びるのだそう。他にもチーズやオイルサーディンと合
わせても美味しい。飲み方の基本は冷酒。さらにレモンスライスを
加え、杉の香りをより楽しむためにワイングラスで飲むなどの工夫も。

ビール好きにとって夏に嬉しいの
が、レストランで味わえる生ビール。
アサヒスーパードライ樽生は、1987
年に日本初の辛口生ビールとして発
売され、それ以降もロングセラーを
続けているアサヒスーパードライを
基に開発された樽生ビールだ。さら
りとした口当たりでシャープな喉越
しの樽生。高い酵素力の麦芽を
使用することで麦芽が持つ澱粉を
酵素が糖に分解し、その糖を酵母
が極限までアルコールに醱酵する
ことで、樽生のすっきりとした辛口
を実現。そして、美味しいビールに欠かせないのがクリーミーな泡。
実は泡はビール本来の炭酸ガスや香りを閉じ止めるフタの役割を果
たしているのだそうだ。こうして、美味しいビールの条件を満たした
樽生が日本から直送され、全米各地のレストランでも扱われている。

「開けたその場が、蔵元にな
る」のキャッチコピーが表すとおり、
日本酒本来の鮮度の高い美味しさ
と香りを楽しめるように、火入れ

（加熱処理）を行わずに、品質保
持性と利便性に優れたボトル缶に
生原酒を詰めた贅沢な一品。ボト
ルを開けた瞬間に豊かでみずみず
しい香りが広がる。現状のボトル
を採用した理由は、美味しさを逃
さないということ以外にも、アウ
トドアのピクニックやホームパー
ティー、イベント時など、いつで
もどこでも気軽に持ち込めてカジ
ュアルな楽しみ方ができること。青いボトルの芳醇な香りの辛口大
吟醸と、白いボトルの濃厚なこくと旨みの本醸造から選べる。

サッポロ

菊正宗

アサヒ

日本盛

豊かな味わいのダークラガー
プレミアムブラック

杉が香る辛口酒
純米樽酒徳利ボトル720ml

ロングセラーを日本から直送
スーパードライ樽生

生原酒をカジュアルに楽しめる
ボトル缶生原酒 200ml　本醸造　大吟醸

www.kikumasamune.com/       www.kikumasamune.co.jp/products/brand/taru/ www.nihonsakari.co.jp/

sapporobeer.com www.asahibeerusa.com

夏に美味しい
ビール・日本酒・焼酎
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静岡県産100％の原料を使用し
たこだわりの純米吟醸酒。強すぎる
辛さではなく、すっきりとした飲みや
すい辛口にするため、酒を搾る抽出
作業をゆっくりと行うことで柔らかな
辛さの吟醸酒を実現。冷でも熱燗
でも美味しいが、夏には是非、この
KATANAを使ったカクテル、侍ハイ
ボールを楽しみたい。作り方は簡単。
用意したグラスに冷やしたKATANA
とジンジャーエールを1:1で入れて、
ライムかレモンを一搾りし、かき混
ぜれば完成。日本酒の風味と甘さと
が混ざり合い、暑い日には特にキリ
ッとリフレッシュできる、飲みごたえ
のある日本酒カクテルだ。

ヤヱガキ酒造の320周年記念商
品として誕生した「無 純米大吟醸」。
発売から早くも31年が過ぎ、今で
はYaegakiの代表的な商品となっ
た。青りんごを彷彿とさせる華やか
な香りとキリッとし後味が印象的な
酒。特にワイングラスで飲むことで、
香りが際立ち、深い味わいが堪能で
きる。食前酒として、軽めな料理と
合わせての食中酒としても喉越しよ
く杯が進む純米大吟醸。また、柑
橘系の酸味あるフルーツとの相性も
抜群で、カットフルーツのおともとし
てもオススメ。アメリカで発売以降、
性別・世代・人種を問わず多くの人
に愛飲されてきた「無」。モンドセレ
クションでは8年連続で金賞受賞。

米と米麹から生まれた、ほのかな
甘みとほどよい酸味が特徴の飲みや
すいスパークリング清酒。「浅瀬の
水の流れ」「船が通った泡の跡」とい
う意味を持つ「澪」と名付けることで、
浅さを低アルコール、泡の跡を発泡
酒に例えた。アルコール度数は5％。
さらに清酒の新しい流れを作る、と
いう意味も「澪」には込められている。
食前酒として、チーズやオリーブ、ナ
ッツといった前菜と一緒に、甘酸っ
ぱいフルーツやチョコレートとデザ
ートタイムに、など様々なシーンで
活躍しそうだ。ボトルのデザインは
泡が立ち上る様子を表現したもので、
手土産やギフトに最適。

その起源は1640年と江戸時代
にさかのぼる、歴史ある佐賀県大
和町の大和酒造。その大和酒造
が手がけたYAMATOは、2016 年
に米国デビューを果たしたばかりな
がら、既に数々のレストランで扱わ
れ、アメリカ人消費者からも人気を
得ている。ドライでエレガントな風
味と共に、クールな濃紺のボトルは
これからの夏に最適。なめらかな口
当たりと、淡麗な味わいが「飲みや
すく、心地よい余韻が続く」と好評。
適温は10度～15度で軽く冷やす程
度。マッチする料理は、寿司や刺身
などの和食はもちろん、サラダなど
の野菜料理やチーズなどとも好相性
で、どんな料理も引き立ててくれる。

花の舞酒造

ヤヱガキ酒造

松竹梅白壁蔵

YAMATO

柔らかな辛さの吟醸酒
日本刀（KATANA）純米吟醸　

青りんごを思わせる香りが印象的
無　純米大吟醸　

甘みと酸味が絶妙の
スパークリング清酒 

澪　

なめらかな口当たりと淡麗な味わい
純米吟醸　　

www.hananomai.co.jp

www.yaegaki.co.jp/sake/

 www.takarasake.com 

yamatosake.com
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お米の甘みがしっかりと感
じられる味わいで好評の花泡
香。最近、強めの炭酸が好ま
れるトレンドに合わせ、ボトル
のデザイン一新を機にガス圧
を強めたことで、従来よりもさ
らにすっきりとした喉越しが実
現。清酒ながらシュワシュワと
柔らかく泡立ち、さらに口に
含むと爽やかに広がる甘酸っ
ぱさもまるでスパークリングワ
インのようで新鮮だ。シャンパ
ンフルートグラスに注ぐことで
さらにお洒落な雰囲気が楽し
める。優しいピンク色の細長
い形状のおしゃれなボトルは、
ギフトに最適な2本セットも用意されている。アルコール度数は7％。

2016年夏発売。 京都伏
見の名水「伏水」と福井産こ
しひかりで仕込んだ純米に
ごり酒をベースに、アメリカ
で人気のココナツフレーバー
を加えたフルーツのにごり酒。
クリーミーな純米にごり酒の
上品な甘味と、すっきりとし
た爽やかなココナツフレーバ
ーが夏向きの仕上がりとなっ
ている。ピニャコラーダにも
通じる飲みやすさで、今まで
日本酒に馴染みがなかった
消費者層にも受け入れられて
いる。パイナップルジュース・氷を加え、より本格的な「サケピニャコ
ラーダ」としてカクテルとしていただくのもオススメ。

大関 黄桜

爽やかな甘酸っぱさが新鮮
花泡香（ハナアワカ）250ml　　

上品な甘みのココナツフレーバー酒
ココナツにごり酒　　　

ozekisake.com        www.ozeki.co.jp www.kizakura.co.jp

ヒット商品、焼酎「銀座のすずめ」
で知られる大分県の八鹿酒造。「九
州の屋根」と呼ばれる九重連山の伏
流水が流れ込む地下水を、玖珠盆
地の地下深くまで井戸を掘って汲み
上げた。この澄み切った地下水を割
り水として使用。その八鹿酒造で「銀
座のすずめ」と同様にアメリカでも
広く愛されているのが、麦焼酎の湯
布院。熟成タイプの蒸留酒で、麦本
来の香りと共にウィスキーの樫樽に
よる洗練された味わいが楽しめる「黒
ラベル」（アルコール度数25％）と、
最高級の厳選された大麦の香りのす
っきりとした辛口の味わいの「白ラベ
ル」（アルコール度数20％）が揃う。

八鹿酒造

次世代の「銀座のすずめ」
湯布院　麦焼酎 　

www.yatsushika.com

Samurai Rock
サムライロック
日本酒とライムジュースを 3:1の
割合で混ぜて完成。ライムの酸
味で日本酒が飲みやすくなる。

Saketini
サケティーニ
日本酒とドライ人を1:1でミック
ス。オリーブを添えて。

Red Sun
レッドサン
日本酒とトマトジュースを1:1の
割合で。ブラッディメアリーの日
本酒バージョン。

shiraume
白梅
日本酒、ホワイトキュラソー、レ
モンジュースを3:1:2 の割合で
ミックス。グラスの縁に塩を塗る。

日本酒で
手軽に作れるカクテル

Sake CockTail

Sh
oc

hu
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1本当たりに7個ものゆずの実を使用した、生搾りのようなジュー
シーさが際立つ、爽やかな酒。

梅乃宿

ゆず酒を使ったカクテル 2 種 
梅乃宿ゆず酒 750ml　

ゆずブリーズ
細かくちぎった大葉を2枚グラスに入
れてつぶし、香りを出す。その上か
らゆず酒45mlとシロップ5mlを入れ、
クラッシュアイスとソーダでグラスを
満たす。グラスの中で大葉をしっか
りとつぶすのがポイント。大葉の代
わりにミントでも。ピッチャーで作れ
ばパーティー時に大勢で楽しめる。

ゆずマリブ
ゆず種、ココナツリキュールの
マリブ、ソーダをそれぞれ4:1:2
の分量で混ぜる。炭酸が抜けな
いようにゆっくりと混ぜ合わせ
ることがポイント。ココナツの
甘みとゆずの酸味が混ざり合い
独特の風味を実現。ソーダを入
れることで喉越しも爽やか。

兵庫県の山田錦、長野県の金紋錦、富山県の五百万石。これら
良質の酒米を契約栽培し、それぞれの個性と旨さを忠実に引き出し
た、酒造りの妙技を味わえるブランド。

福光屋

加賀鳶を使ったカクテル 2 種　 
加賀鳶 純米大吟醸 藍、加賀鳶 純米吟醸

umenoyado.com

桃ローズマリー
白桃の缶詰とシロップをミキ
サーにかけ、大さじ3杯のピ
ュレを作る。グラスにピュレ、
氷（適量）の順に入れ、加賀
鳶 純米大吟醸 藍80mlと炭
酸水120mlを注ぐ。軽くかき
混ぜ、グラスにローズマリー
の葉を飾る。

フルーツSAKE
パンチ
グラスにブルーベリー、いち
ご、桃、キウイ、オレンジ、
パイナップルなど、お好みの
フルーツを彩りよく盛り付け
る。フルーツが浸る程度に
加賀鳶 純米吟醸を注ぐ。

www.fukumitsuya.co.jp

ビール、日本酒、焼酎、梅酒だけでなく、アメリカでは日本の
ウィスキーの評価も高い。以下の5商品はアルコール専門のウェ
ブサイトで選出されたトップ5の「試すべき日本のウィスキー」だ。

Nikka Coffey Grain　
ニッカカフェグレーン
カスタードクリーム、チョ
コレート、砂糖を焦がした
ような甘い香りが特徴で、
ウッディさを伴うバニラや
蜂蜜のような甘い味わい
が楽しめる。

Suntory Toki　
サントリー季
アメリカ、カナダ市場向け
に 2016 年に発売。オー
クの香りにスパイシーな口
当たり。バランスの良さが
感じられる。

Kikori
熊本産の米から造られる
ユ ニークなウィスキー。
2016 年サンフランシスコ・
ワールドスピリッツ・コン
ペティションでゴールドメ
ダル受賞。

Mars Shinshu 
Iwai Tradition　
マルス信州蒸留所
岩井トラディション
複雑で心地良い香りのブレ
ンデッドウィスキー。マルス
ウィスキーの生みの親、岩
井喜一朗氏へのオマージュ
が商品名の由来。

1 2 3

Nikka Taketsuru 
17 year-old 
Japanese Pure Malt
柔らかなウッディ感の中に
感じるスモーキーさと香ば
しさ、凛としたボディ感が
特徴。2015年ワールドウィ
スキーアワードのワールド・
ベスト・ブレンデッドモルト

（ピュアモルト）受賞。

5

Liquar.com
が選ぶ

試してみるべき
日本の

ウィスキー
5種

4

Co
ck

tai
l
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ピープルとの関わり

私が最初に知育玩具で知られるピープ

ルのことを知ったのは、父の会社である

Valtechを通じてでした。Valtechはピー

プルから輸入したピタゴラスのタイルを、

米市場では「マグナタイル」として販売し

ています。過去10年にわたり、私は製造

元であるピープルと密接に連絡を取りな

がら働いていました。当時、私はマグナ

タイルのデザインに関してのみ携わって

いましたが、常にピープルの乳幼児玩具

のコンセプトには共鳴していました。

乳幼児玩具に携わる中で、それらの製

品への情熱は年を追うごとに高まってい

った結果、米国を手始めに、世界市場に

向けてピープルの製品を売り込むライン

アップを創造したいという考えに至った

のです。提案の3年後、私共はピープル

社と協働して、ブレインビルダー、モチ、

ピープルブロック・シリーズを、アメリ

カを中心とする日本国外の市場に送り込

むことに成功しました。

米国市場での可能性と課題

米国市場には大きな可能性があると信

じています。アメリカの親たちは子どもを

成長させることができる新たな方法を探し

ており、私共の製品こそ、まさにその新た

な方法です。親の視点から作られた当社

の製品は、子育てを支援します。私共の

使命は、乳児の健康的な成長を促進する、

また育児に携わる親御さんにもポジティ

ブな影響を与えるということです。一方、

最大の課題は、日本のお母さんたちが発

見する我が子の1カ月ごとの成長に対す

る喜びを、米国のお母さんたちにも共感

してもらえること、そしてその数をいか

に増やせるかという点だと思います。

また、日本ではピープルは非常に有名

な企業であり、ブランドとして認知され

ているだけでなく、個々の商品について

も知られています。米国市場では、私共

は個々の商品ではなく、ピープルとして

のブランドを確立する必要があります。

通常は企業が新たな子会社を外国に設

立する場合、日本で実績がある人を派遣

し、その子会社の責任者に据えます。し

かし、当社の日本本社の場合は、この従

来のやり方では上手くいかないと考えた

のです。その派遣された人が日本で実績

があればあるほど、彼は同じ手法を勝手

が違う外国でも押し通そうとする傾向が

あります。米国を知らない、親会社が管

理するトップダウン方式では成功に導く

ことは不可能なのです。

10年後のピープル像に向けて

私共の製品は日本での綿密な調査に基

づいて開発されています。それらの製品

を米国市場で受け入れてもらうには、ア

メリカ人の親に「新しい」と感じさせる

乳幼児玩具の業界で
グローバルリーダーを目指す

New Business Close Up
アメリカで新たな事業を手がける人物をクローズアップするインタビューシリーズ。
日本で 40 年の歴史を持つ玩具メーカー、ピープルの米国法人として 2016 年に設立された
People Toy Company の代表、ヴァレンタ氏に聞く。

People Toy Company プレジデント
ルディ・ヴァレンタ氏
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ことが非常に重要です。この点に関して、

日本人の母親を持つ私は日本とアメリカ

の違いを実際に経験、認識していること

から、親会社は米国の新法人の代表に私

を任命しました。実際のアメリカの生活

様式、文化、ビジネスルールを知り、開

拓と創造の精神と情熱を持った私のよう

なアメリカ人が、当社を成功に導くと確

信しています。

10年後には、乳幼児玩具の業界で、日

本や米国だけでなく、グローバルなリー

ダーの座に着くことを目指します。当社、

ピープルトイカンパニーは、米国の親御

さんたちが求める親子双方の成長と楽し

みを掘り起こす革新的なデザインのブラ

ンドとしての信頼を勝ち取りたいと願っ

ています。

アメリカで新たな事業を手がける人物をクローズアップするインタビューシリーズ。
日本で 40 年の歴史を持つ玩具メーカー、ピープルの米国法人として 2016 年に設立された
People Toy Company の代表、ヴァレンタ氏に聞く。

PROFILE
Valtech 社で約 10 年間、乳幼児玩具の商品開発、

マーケティングに携わる。2016 年、日本の乳幼児

玩具メーカー、ピープルが 100％子会社としてニュー

ヨークに設立した People Toy Company,Inc. のプ

レジデントに就任。「起業家であり、新しい冒険を

探し続ける、永遠の楽天主義者」と自らを語る。

©
D

en
is

se
 D

ia
z@

lig
ht

sp
lu

sh
ea

ve
ninstagram や facebook

には、ピープルの玩具
を愛用しているファン
が投稿した写真で溢れ
ている
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まずはミズーリ州最高峰を制覇

広いアメリカ、旅先にはことかかないよ

うで、意外と他州に目が向かないのでは？ 

こんなところがあったのかという旅先をア

ウトドアスポットを中心に紹介していくシリ

ーズの第3回は、アメリカ中西部のミズー

リ州。第2回のアーカンソー州からミズ―

リ州にかけては、緑豊かな山地を含むオ

ザーク高原が広がっている。

このオザーク高原にあるタウム・ソーク・

マウンテン州立公園は、7500エーカーも

の広さを誇り、数々のトレイルにチャレン

ジできる。上級者には、隣のジャンソン

ズ・シャッティン州立公園まで歩く10時間

（13マイル）のコースや、果てはア―カンソ

ー州まで続くオザークトレイルなどハード

なコースも。ミナ・ソーク滝までのトレイル

は3マイルと歩きやすく、かつミズーリ州で

最高峰のタムソーク山を制覇することがで

きる。と言ってもタムソーク山の山頂は標

高540mで高尾山より低いぐらいなのだが、

ちゃんとここが山頂という標示があるので、

州最高峰を制覇したというちょっとした達

成感を味わえる。15億年前の地層という岩

場の道は、かなりデコボコで、2時間半の

コースでくたくたになるほどなので、舐めて

かかるとたいへん。山歩きに適したシュー

ズで歩くことをおすすめする。

どこまでも続きそうな
バイクトレイルを行く

全米一長いミシシッピ川沿いにあるミズ

ーリ州。ミズーリ川というミシシッピ川に注

ぐ川の流域に作られたケイティトレイルは、

全長386kmとミズーリ州をほとんど横断

する全米一の長さを誇るバイクトレイルだ。

その東端マッケンズに近いセント・チャー

ルズにバイクトレイルの起点としてちょうど

よいバイクレンタルを併設したカフェ「バイ

クストップ・カフェ」がある。自転車レンタ

ルは1時間7.5ドル、1日45ドルなので、こ

の長いトレイルの一部を気軽に走ってみる

ことができる。19世紀の建物が残る街並な

ども眺めながら川沿いを走るのはなかなか

快適だ。

ここから約60km、車で45分ほどのキ

ムズウィックという町にある「ザ・ブルー・

オウル・レストラン＆ベーカリー」という店

のアップルパイは、クリスマスには全米一

というほどの売り上げを誇る超人気商品。

りんご18個を使い、これまた、たぶん全

米一の高さというびっくりするほど大きいア

ップルパイを求めて、いつも行列ができて

いる。創業者のマリー・ホスティラーさん

が作るアップルパイは、人気女性司会者オ

プラ・ウィンフリーがお気に入りで取り上げ

たほど。ぜひ味わってみてほしい。

第３回

「全米一長いバイクトレイル」
ミズーリ州

長いコースを歩くのにきちんと装備したハイカーとすれ違う

マリーさんが差し出したアップルパイの大きさにびっくり

■ タウム・ソーク・マウンテン州立公園　Taum Sauk Mountain State Park
https://mostateparks.com/park/taum-sauk-mountain-state-park

■ バイクストップ・カフェ　Bike Stop Café
http://www.bikestopcafes.com
■ ザ・ブルー・オウル・レストラン＆ベーカリー　The Blue Owl Restaurant & Bakery
http://www.theblueowl.com

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

＊ミズーリ州セント・チャールズは、LA から約 3 時間半、NY から約 5 時間半（乗換え有り）のランバート・セントルイス国
際空港から約 10 マイル。

ゆったりと流れ
るミズーリ川の
横を走ってみる。
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飛んでいく本たち

第
48
回

米
国では専門職として働くのに、色々

なライセンスがある。一度その

ライセンスを取れば生涯有効の

ものもあれば、何年か毎にテストを受け、

更新しなければならないものもある。不

動産エージェントと公証人の資格もそう

だ。どちらも4年毎の更新だが、時期がず

れていて、私の場合は2年に1度、どちら

かのテストに頭を悩ませることになる。不動

産ライセンスは数科目を数時間勉強し、それぞれ

のテストを受け、ライセンスを更新する。

公証人のほうは、丸1日、セミナーを受講し、そ

の日の最後に50分間のテストで合否が決まる。早

朝から夜までかかるが、1日で全て終るところがいい。

セミナーは大体ホテルの会議室が会場だが、60-70

人前後の生徒が集まる。いつもこの資格を取るため

にどうしてこんな豪華な会議室が必要なのだ

ろうと不思議に思うが、そんな会場で行われ

る。仕事で必要だから、会社から資格を取り

に来ている人が大半で、30-40代が多い。無意

識に自分と同世代の人を探すが、私以外にア

ジア系はたったの一人。おそらくベトナムの

人だと思うが、その女性も私より若そうだか

ら、その教室での最高齢者は60代半ばの私の

ようだった。

ライセンスを最初に取ったのは16年前だっ

た。資格があれば仕事上都合が良い。おまけ

に日本政府に提出する在留証明書を、運転が

出来ない高齢の日本人の方に公証でき、重宝

される時もある。本来の目的ではなかったが、

お役に立てるなら嬉しい。

セミナーに出る時は座る位置を決めている。講師

の向かって左の前から2列目の中央の端。この位置

が講師の顔が良く見え、講義も聴きやすく、プロジ

ェクターもよく見える。難点は講師からよく見えす

ぎ、運悪く質問を受け、恥をかく危険な場所でもあ

ることだ。引っ込み思案の私にはこの席に座るのは、

ちょっと勇気がいる。座った後も後ろの人に邪魔に

なっていないか、気になる。後ろからは丸見え、数

少ないアジア系、おまけに老齢。むずむずもする。

でも、これにはわけがある。この公証人のテスト

を受ける時、今回は、ひょっとして落ちるかも、と、

不安にさいなまれるからだ。1日がかりで受け

た講義のテストを夕方受け、合否が決まる

というのは、英語が母国語ではない人間

には辛いところがある。とにかく、講義

だけはしっかり聞きたい。それで恥も外

聞もなく、真ん中に座ることになる。

当日は朝7時半に家を出て、8時会場の

ホテルに着く。すぐに、写真を撮り、両手

の指紋を採られる。セクレタリーオブステイ

ツ発行のライセンスだから、犯罪歴がないか調

べられる。9時から4時まできっちりとセミナーが続

くが、4時に講師一団が退場し、代わって政府派遣の

試験官3人が来ると雰囲気が一変する。テストとい

うのは、どの国の何のテストであろうと嫌なものだ。

ましてや米政府の試験官となるとなんとなく物々し

くなり、まるで映画の中に出てくる冷血動物みたい

に見える。仕事だから、仕方がない。

日本で教わった遠い昔を思い出し、テス

トのテクニックを頭の中でくりかえす。まず、

やさしいものを先に、解からないのはとば

す。一巡りしたら、とばした問題に帰り、答

えを推測するが、基本は捨てる。これで、ギ

リギリ50分まで粘る。低空飛行の私には1問

が合不を決めるかもしれない。30分を過ぎる

と周りの人が次々に居なくなる。彼らには簡

単なテストなのだ。それはわかっている。で

も私には時に質問の内容さえよくわからない

ことがある。タイムと言われて、顔を上げる

と、部屋に残っているのは、私一人だけだっ

た。試験官の冷たい視線を浴びる。

誰も居ないパーキングにとぼとぼと帰り、車に座

ると疲れが押し寄せた。誰かから風邪をもらったよ

うで、悪寒が走る。疲れて震える手で今日1日チェッ

クできなかったメールを開けた。するとそこに見知

らぬ読者の方から1通のメールが届いていた。エッセ

イを読んでいる、頑張って、と書かれていた。胸に熱

いものがこみあげた。なんというタイミングだろうか。

私は車の中に残っていたバナナを食べ、水を飲み、

エンジンをかけた。夜はすっかり暮れていたが信号

の赤や青の色が綺麗だ。車のライトが生き物のよう

に美しく流れている。テストに落ちたら、また、受

けなおそう。

テ
ス
ト
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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。

mailto:mail@chizukohiguchi.com
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詳しくはこちら

(310) 294-5778

http://e-kitahara.com
morihara@ecole.co.jp
http://hadalabousa.com
http://www.shoenrealty.com


もし今、あなたの身に何かあったら、

残された愛犬の運命は？　冒頭から脅か

すような話題ですが、そんな「万が一の

こと」を考えたことがありますか？　飼

い主が突然不幸な目に遭い、この世を去

ったために、路頭に迷う運命を辿ること

になった犬をたくさん見てきました。飼

い主に100％生活を委ねる犬にとって、

「飼い主の安否＝自分の安否」なのです。

今回は、もしもの場合に備えて、飼い主

が愛犬のためにしておけることについて

のお話です。

世界一大金持ちに
なった？　犬

今年の始め、医療保険の更新をする際

に、Life Insuranceにも入ってみることに

しました。受取人は、「息子」のノアです。

さすがに、公式の書類に「受取人　愛犬ノ

ア」とは書けませんが、この保険金は、私

に万が一何かあった時、残されたノアの

ために残す遺産です。保険会社の担当者

によると、私が特例ではないらしく、最

近では、残されたペットのためにとLife 

Insuranceをかける人がうんと増えたと

いうことでした。

私が残すノアへの遺産など、本当に

微々たるものに過ぎませんが、溺愛して

いた愛犬を残しこの世を去った大富豪か

ら、数億ドルの遺産を相続したマルチー

ズのトラブルの話は有名です。孫にも残

さなかった遺産を、溺愛していた愛犬の

老後にと数億ドルを残して死んだ時、「世

界一大金持ちになった犬」と世間を騒がせ

ました。結局、溺愛してくれていた飼い

主が居なくなった後は、「普通の犬」とし

て暮らしてこの世を去ったと、後日談を

読んだ記憶もありますが。

もしもの時のために

その大富豪のようなことが

出来る人は稀としても、愛犬

のために、凡人の私たちにも、

もしもの時に備えてやってお

けることはあります。①後

見人を探す：家族が居れば、

後を託せますが、一人の場

合は、愛犬を引き取って

くれるか、次の家をきち

んと見つけてくれる後見

人を探し、事前に話し

て了承を得る。②遺書

を書く：後見人を見つけ、

了承を得たら、その旨も含め、残すもの

などの詳細を「遺言」として記しておくと

いいでしょう。また、その記は、後見人

にシェアしておくことを忘れずに。③愛

犬のResumeを作る：愛犬のProfileを記

載した「Resume」を作る。飼い主しか分

からない愛犬の好き嫌いや癖、生活習慣

などの詳細を、誰が読んでも分かるよう

に書いておきます。また、内容をたまに

アップデートすることも忘れずに。④社

会性に富み、環境の変化に適応能力のあ

る犬に育てておく：何と言っても大事な

のは、愛犬を「暮らしやすい犬」に育てて

おくことだと思います。飼い主しか受け

付けられない犬だと、飼い主を失った時、

「次」を見つけるのに大きな壁となってし

まいます。こんな時のためにも、日頃か

ら社会性に富む犬に育てておくようにし

ましょう。

備えあれば憂いなし。絶対に起こって

欲しくないことではありますが、万が一

の事態も考え、愛犬のために、こういう

ところまで準備するのが、愛犬をこよな

く愛するということだと思います。

次回は、「リーシの意味」と題し、飼い

主と愛犬の間に繋がるリーシの深い意味

のお話です。お楽しみに！

出来れば永遠に一緒にいたい。けれど…
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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103回

犬と相続
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昨年「ワイン業界の、次のホームランは

何か？」という題名で記事を書いたが、そ

の時に人気のロゼワインを失念していた。

というか、ロゼが世界の注目を集め出して

から既に10年近くが経っており、話題性

が見い出せなかったからだろうか。不徳の

至りである。同じロゼでも、いわゆるホワ

イトジンファンデルやら、ブラッシュワイン

と呼ばれる甘口のロゼではない。正真正

銘のプロヴァンスのロゼである。

ロゼの世界的ブームに火をつけたのは、

本国フランスとアメリカだ。ロゼといえば

美しいサーモン色をした、辛口の南仏プロ

ヴァンスがご本家。フランス人のワイン離

れが加速して久しいが、ロゼの売り上げは、

白赤ワインの低迷 をよそに上昇する一方

で、今ではワインの3割を占めるまでにな

った。その火つけ役は、ミレニアルと呼ば

れる1980-1996年生まれの（これは統計

者によって多少の差があるが）若者たちで、

ビールやカクテルを好むいわゆる「ワイン

離れ世代」だ。その彼らが何故ピンクワイ

ンに飛びついたのだろうか？

幾つかの要因が考えられるが、まずロゼ

の身軽さだろう 。超辛口から甘口まで何

でもあるし、飲みやすいフレッシュさが売

りだが、白ワインほど軽くもないし、赤ワ

インほどシリアスではない。価格帯も3ユ

ーロから15ユーロと手ごろで、夏の暑い

盛りにキンと冷えたグラスで飲むとたまら

ない。それとカクテルのベースとしても面

白い。フランスでは特に若い女性に人気が

出たようで、南仏の住人や旅行者、そして

全仏で売っている手ごろなスーパーマーケ

ットロゼも含めて、大ヒットとなった。フ

ランスは世界で一番ロゼを生産する（7.6 

ヘクトリットル）国だが、昨年は需要が上

回り（8.1ヘクトリットル）ロゼを外から輸

入したほどだ。お陰で、フランスは世界最

大のロゼ生産、消費、輸入国となった。ち

なみに輸出はスペイン、イタリアに次いで

3番目。スペインとイタリアとの大きな違い

は、フランスは国内で大量のロゼを消費す

る国だということ。

驚くことに、ロゼ第二の消費国はアメリ

カで、フランスとアメリカの2国で世界の

半分のロゼを飲んでいる。というと、『だっ

てブラッシュワインを沢山飲むからでしょ

う？！』と言われそうだが、それは過去の

話。ワイン文化が定着してきたアメリカで

は、ボージョレヌーボーやブラッシュを飲

む階層（？）は減ってきている。フランスの

ロゼの発祥地もリゾート地だが、アメリカ

でのロゼワイン流行の火つけ役は、ニュー

ヨークの避暑地、ハンプトンであった。筆

者も現役の金融マンの時に、夏になるとハ

ンプトンに週末別荘を借りて、通ったもの

だ。経験者ならよく分かると思うが、マン

ハッタン族が多く滞在するハンプトンでは、

ショッピングやレストランに行くとご近所

さんや同僚にばったり出くわすことがよく

ある。要は、同じ人口が週末はビーチハウ

スに住んでいて、平日は市内に帰って、仕

事をしているというわけだ。

暑いニューヨークの夏を、ハンプトンで

過ごした人たちの間で愛飲されたのが主に

フランスのロゼワインというわけ。これだ

けの話であれば、どこの国でもあることだ

が、そこはわがニューヨーカー達。夏が終

わって自宅に帰っても、ペアリングによく合

い、守備範囲の広いロゼを日常的に飲み始

めたのだ。更に革新的だったのは、若い男

性達がロゼを支持して、わざわざメディアに

「男だってロゼを飲む！　いや、男らしい男

はロゼを飲もう！」と呼びかける始末。まあ、

頼もしい。お陰で、全米に広がったロゼブ

ームであるが、今ではアメリカ人のロゼ人口

比率は、男女半々近くになってきているとか。

ロゼが流行るには、消費者の支持だけ

では無理で、生産者及び流通業者のサポ

ート体制が不可欠だ。その点、アメリカ

はフランスと違い、どんなブドウも育つし、

どんな品種を使っても法的に許されるので、

すぐにフランスの品質にマッチするロゼを

生産するようになった。お陰で今ではどこ

のスーパーに行っても、プロヴァンスは勿

論、国産、輸入ロゼが1年中並んでいる。

そうだ、今夜は久しぶりにロゼを飲もう！

第 52 回　ロゼワインの快進撃が止まらない！

南仏ロゼの生産者と

どちらが樽のロゼ？
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3月のある日の午後、自宅の電話が鳴

った。ニナが通う高校からのいつもの録

音メッセージだった。内容は校長からの

「今日、1学期の成績に関するeメールを

一斉送信した。その中には我が校の学年

別、男女別などのGPAの表が含まれてい

る。よく読んで今後の対策に役立ててほ

しい」といったもの。個別の成績表ではな

く、学校全体のGPAの傾向をまとめたも

のを送った、という意味だ。

GPAとは？　各科目でAを取ると4、B

は3、Cは2、Dは1となり、それらを全科

目分足して平均値を出したもの。つまり、

オールAだと4.0になる。そしてオナー（優

等）クラスやAP（大学1年程度で学ぶ内容）

クラスで良い成績を取ると、エクストラク

レジットになり、4.0以上のGPAにもなる。

このGPAとSATなどの統一テストの結

果、さらに課外活動やボランティア経験

などが大学合否の判断材料になる。そこ

で有名大学の場合、どの程度のGPAの高

校生が進学しているのかを、プリントンレ

ビュー（princetonreview.com）でチェッ

クしてみた。

地元の人気大学UCLA（カリフォルニア

大学ロサンゼルス校）は4.33。高くてび

っくり（私が無知なだけ）したので、UCLA

の公式サイトに行って調べたところ、その

内訳も書いてあった。カリフォルニア州内

からの入学生の平均が4.29、州外からの

入学生が4.56、留学生が4.07。4.56っ

て一体？　ということはつまり、州外から

UCLAに入学している学生はとてつもな

い成績優秀者なのだ。

次にUCLAのライバル校、ロサンゼル

スにある私立大学USC（南カリフォルニ

ア大学）もチェック。すると3.73と出た。

北カリフォルニアの私学の雄、スタンフォ

ードは3.95。こうしてGPAだけ見ると、

UCLAの難関レベルが伝わってくる。

科目の選択で分かれる

話を高校からのeメールに戻そう。録

音メッセージを聞いた数分後、メールが到

着。長い文面を読む前にさっさと学校全

体のGPAの表を開いた。4学年全生徒の

平均は3.17。これはつまり、平均でB以

上の成績を取っているということになるの

では？ アメリカでは高校までが義務教育

であり、日本のような中学受験や高校受

験がないことを考えると「非常に素晴らし

い」というのが、まるで素人の保護者の私

の感想である。

さらに表には、「1以

下」「1.0から1.49」、

上は「4.0以上」とい

ったGPAのスコアを

細かく分けたゾーンが

設定され、各ゾーンの

分布人数とパーセン

テージも書いてある。

下の方のゾーンは真っ

赤に色分けされ、上

の方は緑色。実にシ

ビアだ。

学校としては、こうして生徒が今、どこ

のゾーンにいるのかを本人と保護者に把握

させ、奮起させようという意図があるのだ

ろう。

本人の成績、及びGPAの学年での順位

は、学校のサイトにログインすればいつで

もチェックできる。学校側は「毎週、でき

れば毎日、サイトに行き、自分の成績を

確認すること。納得できない科目に関し

ては担当教師にすぐになぜその成績なの

かを聞くこと」と推奨している。鉄は熱い

うちに打て、なのである。

そして今、ニナの高校2年目の選択科目

の申込締め切りが迫っている。科目や担

当教師によって、当然GPAは変わってくる。

科目の選択でGPAの生死が分かれる（大

げさか）と言ってもいい。学校のことにほ

とんど口を出さない私だが、珍しく「カウ

ンセラーのところに行ってどの科目にする

か相談した方がいいんじゃない？」とニナ

に言ってみた。すると「わかってる。ちゃ

んと考えてやるから」と突き放されてしま

ったのだった。

第56回

GPAと大学
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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

集中するのが難しい？　眠れない？　

これらはストレスによって心身が侵さ

れている前兆でもある。英語では「ナー

バス・ブレークダウン」と呼ばれるノイ

ローゼ。これは医療用語でもなければ、

精神疾患でもない。しかし、だからと

言って見過ごせる症状でもない。一般

的に「ノイローゼとはストレスのせいで

人が正常に機能できなくなっている状

態」だと定義される。

ストレスが恋愛問題からきているの

か、経済的なものか、その原因は様々

であるのと同様に、症状も人によって

異なる。人の身体と心はストレスに対

してそれぞれ違った反応を示すためだ。

それらを大きくまとめると、ノイロー

ゼの前兆とも言える症状には、次のよ

うなものが挙げられる。

1.不安やうつ状態
不安やうつに感じたりすることは、ス

トレスに対する共通のリアクションであ

る。それが行き過ぎると、コントロール

不可能な状態で泣き出したりもする。人

によっては自信を喪失する場合もある。

2.寝すぎ、
または不眠

睡眠の習慣が変わる

ことも前兆の一つ。必

要以上に眠ろうとする

人もいる。それは睡眠イコール逃避で

ある。つまり、辛い現状から逃げ出す

ために眠ろうとするのだ。他方、悩み

に支配されて心休まることができない

ために、不眠症になる人もいる。

3.倦怠感
常に倦怠感に襲われているなら、ス

トレスが極限状態にまで来ている証拠。

以前は普通にこなせていた作業が、ス

トレスにより極端に難しくなってくる。

また、以前なら楽しかったことに、同

じような喜びを見出せなくなる。

4.食欲の変化
食欲をなくす、また反対に過食にな

る。さらにノイローゼの渦中にいると、

健康的な食生活を送るモチベーション

自体が欠如してしまう。健康的な食生

活を送るには精神的にも健康でいなけ

ればならない。両者は互いに密接につ

ながっているのだ。

5.肉体の痛み
頭痛や胃痛などもまたストレスによ

って、身体が正常に機能しなくなって

いる前兆。

6.神経を集中できない

神経を集中させて物事に取り組むの

が難しかったり、以前のようにクリア

に物事を考えられなくなったりしてい

ないだろうか？　それらは問題解決能

力や決断力の低下につながる。

7.呼吸困難
通常のペースで呼吸するのが難しく

感じるなら、できるだけ早く対処すべ

きだ。

さて、以上のうち、いくつかの症状

が当てはまったら、次にどうすればい

いだろうか？　人によってはエクササ

イズに精を出したり、また趣味に没頭

したりすることで改善が見られるケー

スもある。また、あなたが信頼する家

族や友人と会話の時間を持とう。心に

蓋をせずに自分が置かれた状態を聞い

てもらうだけでも、心が晴れたように

感じるかもしれない。

次の段階はプロのアドバイスを仰ぐ

ことだ。セラピスト、心理学者、ソー

シャルワーカーなどのプロの助けを積

極的に求めることは建設的な解決手段

だ。放置したせいで症状が悪化の一途

をたどることがないように、何らかの

手を打つようにと専門家はアドバイス

している。

トピックス

もしかしてノイローゼ？
７つの前兆
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ビジネス買収時に確認要！
E-2ビザ申請の要件を満たさない事業買収に

アメリカでビジネスや会社を買収し、

E-2ビザを申請するケースがよく見られま

す。しかし、ビジネスを買収さえすれば

必然的にビザを取得できる、ということ

ではありません。場合によっては、買収

した会社がE-2会社としての要件を満たさ

ない、とみなされることもありますので、

よくある落とし穴について理解し注意し

ましょう。ここではいくつかの例を紹介

します。 

 

その1

Aさんは、25万ドルで売却に出ているガ

スステーションを見つけました。しかしA

さんがビジネス買収に使える額は10万ド

ルです。Aさんの10万ドルを頭金として、

残金の15万ドルは約束手形としてガスス

テーションを担保に、ビジネス購入契約

を締結しました。しかし、このビジネス

買収をもとにAさんがE-2ビザを申請した

ところ、大使館から拒否されました。Aさ

んの事業がE-2ビザ申請の「実質的な投資」

の要件を満たしていないためです。Aさん

の事業は、融資の担保としておさえられ、

融資が購入価格の60％を占めていました。

その2

Bさんは、不動産を含むモーテルを80

万ドルで購入しましたが、そのうちの15

万ドルを頭金として支払いました。売買

契約は、買収額の80％にあたる残りの65

万ドルを融資する約束手形を含み、モー

テルを担保としました。BさんのE-2ビザ

申請も拒否されました。

 

既存のビジネスを買収しE-2

ビザを申請する場合、買収額に

対する融資額が制限されます。　

ビザ申請は審査官の裁量によって審査さ

れるため一概には言えませんが、広範な

ガイドラインは存在します。　通常、事

業買収額が10万～50万ドルで、買収す

る事業が担保として扱われる場合、融資

額を買収額の25～30％以内に制限する

ことが推奨されます。

その3

Cさんは、従業員2名で運営しているフ

ードトラックのビジネスに目を付けまし

た。売主は、事業の売上げもあり順調だ

と言いました。しかし会社の確定申告を

見ると、収入は2万ドルほどしか申告され

ていません。売主は、現金のビジネスの

ため全ての売上げを申告していないと主

張します。Cさんは、このフードトラック

ビジネスでE-2ビザ申請を拒否されました。

申請者自身やその家族を養

うためだけの収入を生み出す事

業では、ビザを取得できません。

E-2ビザを取得するには、会社として、ア

メリカで多くの雇用を生み出し、投資家

や家族の生活をサポートする以上の利益

をあげている必要があります。例えば、

ビジネスがある州の平均年収を上回る収

益をあげている事業を探すことで、この

ようなリスクを回避できるでしょう。　

また、Cさんの例のようなビジネスを買収

した場合でも、雇用を増やす、しっかり

したビジネスプランを提出し、申請者の

事業拡大の実績などを示すことで、審査

官を説得できることもあります。

※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。 

解
説

解
説

知っトク法律 ミチコ・ノーウィッキ弁護士
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自動車保険の定期的な保険内容の見直しは大変重要です。数

年前に加入して、自分の保険内容さえ把握していないという人も

多いのではないでしょうか？　実際に、事故の報告をしてきた際

に、適用できる保険カバーがないことに気づいてショックを受け

る人も多くいます。見直しをする理由は複数ありますが、以下の

ようなことが挙げられます。

•保険内容を再確認する。カバーされている内容を確認するだけ

でなく、何がカバーされていないかをエージェントと確認してくだ

さい。

注意点
対人・対物のリミット：引き上げても大きく料金が変わりません。
安心できるリミットを選ぶようにしましょう。
無保険者保険：無保険の人にあてられた時に備えて、この保険は
絶対に必要です。万が一加入していない場合には是非追加をして
ください。
車輌保険：免責額がいくらになっているか確認してください。
レンタカー費用、牽引費用：事故による修理に数週間かかると、
その間のレンタカー費用は結構かかります。牽引も驚くほど請求
されますので、加入されているか確認してください。

•車の使用目的の確認。以前は通勤に使っていた車がもう通勤に

使っていないとか、職場が変わって走行距離が短くなったなど、

車の使用目的、走行距離が変わった場合には申請してください。

特に申請をして保険料が安くなるなら、なおさらです。

•登録運転者の確認。子供が運転免許を取った場合、逆に登録し

ていた子供が家から出てもう運転しない場合など、運転者に変更

があった場合には報告しましょう。

•他に条件の良い会社が無いか検索。保険の料金は多くの要素か

ら計算されます。毎年運転年数が長くなりますので、現在の会社

よりも他の会社に変更した方が安くなるかもしれません。特に運

転年数の短い人は、1年の差でも保険に大きく影響します。保険

の料金は常に変わりますので、更新時に代理店に連絡し、もっと

条件の良い会社がないか調べてもらいましょう。

保険適用範囲の

確認と、節約が可

能かどうかを調べ

る事ができますの

で、是非とも定期

的な見直しをしてく

ださい。

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150回　自動車保険 － 保険内容の見直し
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会社設立・経営サポート
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Interview, Text & Photo by Izumi Hasegawa (izumi@WhatsUpHollywood.com)

CINEMA
COMPASS

シネマコンパス

取材・テキスト・写真：はせがわいずみ

ハリウッドの女優はモデル身長が多く、身

長152センチの筆者は取材する度に劣等感

のようなものを味わう。ところが、サルマ・

ハエックは違う。いつもハイヒールを履いて

いる彼女だが、それでも筆者とあまり変わら

ない。実際の身長は、公称157センチより

も低いと思われる。

彼女を好きな理由は身長だけではない（笑）。

もの凄く頭が切れるのに、それを鼻に掛ける

こともなく、あけっぴろげにストレートに自分

の考えを話す。まるで友達と会話しているよう

な感じで、取材していることを忘れてしまいそ

うになる。今回の独占取材も、カウチに隣同

士で座って話すうちに友人との午後の会話を

楽しんでいる錯覚に陥りそうになった。

 

「壁」は愚の骨頂

メキシコ出身の彼女は、ハリウッド女優を夢

見て渡米するも芽が出ず、不法移民だった時期

もあった。そんなサルマだけに、トランプ大統

領の提案している「壁」について熱く語った。

「メキシコからの不法労働者のほとんどは、

熟練農民よ。彼らは農民としてものすごいス

キルを持っているけど、ドラッグを栽培する

手助けをしたくなくてアメリカに職を求めて

やって来た人たちなの。アメリカは農場はあ

るけど熟練した農民がいないから、メキシコ

から不法でやって来る熟練農民の手を借り

るしかない状態だわ。そもそも、壁を作った

って、それを乗り越えたり、地下通路を作っ

たり、川底を潜ったりして、やっぱりやって

くるわ。壁を作るためにお金や労力を費やす

なんて愚の骨頂。それよりも、彼らを合法滞

在者にして税金を払わせた方がよっぽどアメ

リカの得になるのにね」

白髪頭も楽しみ?!

とても見えないが、昨年、50歳になったサ

ルマ。メキシコ人ながらトップのハリウッド女

優として活躍する彼女は、自身の人生をどう

振り返るのだろう。

「私は本当にものすごくラッキーだと思って

いる。一番のラッキーは、人生の素晴らしい

パートナー（夫のフランソワ＝アンリ・ピノー）

と出会えたことよ。彼は私にインスピレーショ

ンを与え続け、サポートしてくれる。次にラッ

キーだと思うことは、子供を持てたこと。し

かも夫にはすでに子供がいたから、３人の継

母にもなれた。キャリアも順調だわ。『ハリウ

ッドで活動できるワケない』『女性は30歳に

なったらお払い箱になる』ってみんなに言われ

たのにね。ラテン系が活躍できる時代になっ

てとても嬉しい。最初にハリウッドに来たとき

とは全然違う。当時は可能性はゼロだったも

の。それに女性の活躍の場も増えた。私は、

とても興味深い人生を歩み、そして、変化を

目撃することができた。50歳になって嬉しい

わ。本当にいろいろなことを学ぶことができ

るんだもの。50歳になって、リラックスすると

いう境地にたどり着いた。美人ランキングで１

位じゃなくてもいいってね（笑）。ほら、（髪の毛

をかきあげて白髪が多く生えている部分を見

せながら）白髪があるでしょ。これも染めない

でいるの。白髪頭の自分がどんな風になるの

か見たくてね。ボトックスもしてない。後で気

が変わるかもしれないけど、ありのままの50

歳の自分でいるのを心地よく思っているの」

新作映画「How to Be a Latin Lover」で、

メキシコからの移民に扮したサルマ。同作品

は、メキシコの文化を観客が肌で感じ取れる

映画になっている。サルマにとってラテン系

で誇りに思うことを聞いた。

「本作は、私の演じたキャラを通してラテ

ン系の素晴らしさを紹介しているわ。それ

は、お互いを助け合い、家族を大切にすると

いうものよ。何があっても相手を許し、常に

ドアを開ける。良いときも悪いときも支え合

う。そんなラテンの文化を私はとも誇りに思

っている。そして、私たちは年長者を敬う。

私はアメリカで、不便になった年長者を遠ざ

けるのを見てきた。私たちはそうした不便さ

と渡り合う必要があると思っているの。彼ら

の持つ知恵に敬意を示し、彼らを愛し、敬

い、大切にするべきだと思う。なぜなら、彼

らは私たちのために存在しているからよ」

歯に衣着せず、自分の意見を筋道立てて

堂々と話すサルマ。彼女の芯の強さを改めて

実感した。

シネマコンパス

サルマ・ハエック
INTERVIEW WITH CELEBRITY

チビでメキシコ出身……。でも、
ハリウッドで活躍するにはワケがある!!

Special thanks to Carly Haller & Kelly McDunn / 42 West
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今日
の
副菜

今日
の
主菜

ナスの揚げ浸し

【作り方】
❶米ナスはヘタを切り落とし、縦1/4
に切り分け、さらに斜め半分に切る。
皮に斜めに浅く切り込みを入れる。
トマトは1cm程度の角切りにする。
❷ボウルに調味料をすべて入れ、混
ぜ合わせる。
❸揚げ鍋に油を入れて、中火にかけ
る。160℃になったら、ナスを入れ、
3分揚げる。鍋からナスをあげ、キッ
チンペーパーなどで、油を切る。
❹熱いうちに、②の調味料に漬ける。
温かいうちに、皿に盛り、長ネギと
トマトを乗せるのも美味しいが、冷
蔵庫で冷ましてからいただくのも暑
い日にはおススメ。

【材料】（４人分）
米ナス.....................................3個
トマト................................1/2個
長ネギ（千切り）..............少々
揚げ油...................................適量

＜調味料＞
　だし汁..................1/2カップ　
　しょうゆ...................大さじ2
　みりん.......................大さじ2

巻いたり、タコ糸で縛ったり、面倒くさいな、という方に、

簡単な包み焼きはいがが？　アスパラガスの鶏肉巻きは巻か

ないので、タコ糸で縛る必要もなし！　照り焼き風味で子供

も喜ぶ味付けです。旬のアスパラをおいしくいただけます。

副菜には、ナスの揚げ浸しを。揚げ油の160℃の目安は、

油に菜箸を入れて、1〜2秒で、菜箸から泡が立ってくる状態が、

約160℃です。野菜の素揚げ（葉物を除く。葉物は150℃）や、

唐揚げも160℃なので、覚えておくと便利ですよ。

冷蔵庫で冷ましていただくと、暑い日にもすんなりと喉を

通りそうです。

鶏もも肉のアスパラ包み

【作り方】
❶アスパラは根元を切り落とし、下の
ほうの固い部分と、ハカマ（茎につい
ている三角の固い部分）をピーラーで
むき、半分の長さに切る。鍋に湯を
沸かし、塩を少し加えアスパラを2分
ほど茹でる。冷水にさらして冷めたら、
水気を切る。
❷鶏肉はそれぞれ皮を下にして、数か
所切り込みを入れ、筋を切り、極力厚
さを均等にする。軽く塩をふり、半分

に切る。アスパラガスを鶏肉の真ん中
に乗せ、包み、軽く小麦粉をまぶす。
❸フライパンにサラダ油をしき、中火
で両面焼き色がつくまで焼く。キッチ
ンペーパーで余分な油をふき取り、合
わせた調味料を入れ、蓋をして、弱火
で5分、裏返して5分、蒸し焼きにする。
蓋をはずし、調味料をからめながら煮
詰める。

【材料】（4個分）
鶏もも肉..................................2枚
パアスパラガス....................4本
塩..............................................少々
小麦粉.....................................適量
サラダ油...................大さじ1~2

＜調味料＞
　しょうゆ.....................大さじ3
　酒..................................大さじ4
　水..................................大さじ4
　みりん.........................大さじ2

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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CLASSIFIELD

寿司シェフ求む
ニューヨーク州中部地区で創
業４２年の日本食レストラン
(ディナーのみ営業)２年以上
の経験者でフルタイムで働け
チームワークが取れ接客が好
きな人。要SSN。労働ビザ。
経験者優遇。
Kampai Japanese Steak 
House Michael Matsushima 
(General Manager) Call: 
(607)765-2456

ジャパントラベラーズサービ
スでは、フルタイム、パート
タイム、ツアーガイド、オペ
レーションスタッフを募集し
ています。ご興味のある方は、
電話または電子メールにて、
弊社にお問い合わせくださ
い。待遇、条件などをご説明
いたします。ご応募お待ちし
ております。
TEL: 202-223-9172
jts@jtstoursdc.com

フルタイムIT社員募集
システムテスター、プログラ
マー社員募集。
IT関連業務ですが経験は問い
ません。
勤務地:TEXAS HOUSTON
給与：応相談、健康保険サポ
ート。VISAサポート有。英語
もしくは日本語の履歴書をE
メールでお送り下さい。
saiyous@e-noac.com
NOAC INTERNATIONAL INC.
12337 Jones Rd. #200-14
Houston, TX 77070
(281)660-2238

バイリンガル講師募集
ミシガン州ノバイの語学学校
英検・TOEIC・英会話の指導
経験のある方。
要SSN＆労働ビザ。
Koby Learning Group
info@kobylearn.com
www.kobylearn.com
TEL:248-513-4635

H R  M g m t  S p e c i a l i s t 
needed by exec search 
firm in Atlanta, GA. 
Provide HR mgmt serv 
to cl ient companies in 
Japanese and English. 
Fluency in Japanese and 
Bach. degree in biz admin 
or related required. Send 
resume to Renaissance 
Resources Inc., 1937 W 
Irving Park Rd. Chicago, IL 
60613 Attn: Y. Gosho/Ref.MY

食品衛生管理者日本語クラス
３人以上で毎週開催。料理人、
バーテンダー、食関係者必携
お問合せは213-680-0011
restaurantacademy@gmail.com
alljapannews,inc
japanese restaurant news
www.alljapannews.com

商業用賃貸物件
Fort Lee
GWB徒歩1分 BusでNY市内
パーキング可 少人数Office
Executive Suiteに最適
格安にて奉仕 $600-$1,000
Ridgewood
賑やかな商店街の2階 
$300-$500

住居賃貸物件
Fort Lee
T.W.H 3Br 2.5Bth 2Car 公園
学校バス近 $5,000
Condo 2Br 2Bth 1Car 光熱費
Hudson River &NY View 
$3,500
Duplex 3Br 3.5Bth
New Kitchen Bath $3,100
Condo 1Br バス近 $1,650
Teaneck
T.W.H 3Br 2.5Bth 2Car 
エレベーター Gated 
Doorman $3,200
Fort Lee
Coop 1Br 1Bth 1Car 
Gas 込 $1,200
Cliffside Park 
Condo 2Br 2Bth Pool
Gym $3,100
Condo 2Br 2Bth Parking
Laundry Terrace  $1,900
Jersey City
Condo 1Br 1Bth $3,750

新装開店
オーガニックレストラン
コロラド州 デュランゴ
求められるもの
正しい志、笑顔、積極性
970-946-9664
toshihirohiraoka@yahoo.com

人材派遣・求人

中西部＆南部

その他
教えます

中西部＆南部

人材派遣・求人

西海岸

売り　日本食マーケット
所在地　ラスヴェガス
ストリップから車で15分
開業2002年12月
オーナー退職希望の為
売りたし
委細相談
店舗面積　2,000Sqft
その他、オフィス等
1,000Sqft
ソフトリカーライセンスあり
702-338-2222
kmarket@gmail.com

SBA・ビジネスローン。
アメリカで事業主の方。
リース料が高いと感じ始めた
ら自社工場、倉庫、ビルを考
える時期かもしれません。　
90％SBAローン（10％の頭
金も自宅を担保に入れるこ
とでローンが可能）詳しくは 
davida@pacificonward.com
過去3年間のfinancial report 
が必要。Lic#: 01338622

その他
売ります、買います

西海岸

掲載の広告につきましては、一切の責任を負いかねますのでご承知おき下さい。
STS Innovation,Inc. is not responsible for the contents of classified advertisement.

1行6ドル

e-mail:
classified@usfl.com

手軽で安価
効果も抜群
フロントラインの
クラシファイド！

2035 Lemoine Ave.
Fort Lee, NJ 07024

(201)585-8088
www.RealtyInNJ.com

豊富に物件を用意していま
す。お気軽に日本語でどうぞ。

住居用売買物件
Closter
豪邸 5Br 3.5Bth 3Car
客室+ファミリールーム
$1,699,000
Cliffside Park   
Condo 1Br 1.5Bth
Doorman, Pool ,Gym
$315,000～$350,000
Edgewater 
T.W.H 2Br+ロフト3.5Bth 
2Car 2,660Sqft Landry
Hudson River &NY View 
格安 $699,000

カリフォルニアの平和で小さ
な学生の町チコへ移転を考え
てみませんか。
普通のメニューの日本食店
にて寿司シェフ、キッチン
シェフ募集。寿司シェフ給料
$3500+$1500Tip保証。
キッチン$4000+$1000Tip
保証。週休2日。シフト、勤務
日数応談。徒歩にて寮有り。
サクラメントより1時間弱、
サンフランシスコより3時間
に位置。物価の安い安全な町

usfl.com
新しく生まれ変わった

人材派遣・求人

ニューヨーク＆東海岸

不動産

ニューヨーク＆東海岸
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1452 Golf rd . Rolling Meadows,IL 60008
847 (640)-9131    uni-hair.com
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■ 日時：2017年5月10日（水）　
6:00p.m.-6:30pm（ソーシャルタイム）　6:30p.m.-8:30pm（セミナー）
■ 会場：New Gardena Hotel, 1641 W. Redondo Beach Blvd., Gardena
■ 詳細/申し込み： 太田光子さん　714- 557-2424 / www.sbmseminar.org/
■ 入場料： 会員および会員家族は無料、非会員は$15

■ 問い合わせ
Nishimoto World Gift
1-800-682-4438　トールフリー　
太平洋時間 9:00am〜5:00pm（月〜金）
■ 詳細：www.hello-worldgift.com

■ ヒューストン・ダラススタイル
www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/4a7eb1b76a8e0e00.html
■ 「世界は今」
www.jetro.go.jp/tv/internet/2016/12/e49ad09f53e08fea.html
www.youtube.com/watch?v=J4Xin_VwLXw
■ 問い合わせ：713-759-9595

■ 詳細：https://www.amazon.co.jp/dp/4434230875/ref=tmm_hrd_
swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488810326&sr=8-1

5月10日、サウスベイ・マネジメント・セミナーの5月月例セミナーがガー

デナで開催される。5月のセミナータイトルは「アルツハイマー病の話」。講師

は、アルツハイマー病の血液診断の開発研究に携わる三橋将人医学博士。同

氏は UCアーバイン校病理学Associate professorを経て、2014年に

NanoSomiX社設立。同社の Chief Technology Officerを務める。

同セミナーの申し込み、問い合わせは下記の太田光子さんまで。

ギフト商社の「Nishimoto」が、今

年も大好評の日本向けのチェリーの

オーダーを受け付けている。6月15日

まで、大粒のビングチェリーが20％オ

フ。購入すると全員に、秋の松茸ギフ

トに使える＄5ギフト券をプレゼント

中。詳細は下記Webサイトから。

「高齢者を守る会」の活動で知られる

ロサンゼルス在住のジョン金井さんが、

知玄舎より新著「ニッポン語うんちく読本

—ロス発、日系老人日本語パワー全開」

を発行した。

LA在住40年の金井さんは、2009年

から、ロサンゼルス市内の日系人引退者

ホームに暮らす高齢者のために、「ソーシ

ャル・アワー」で日本語、文化講座を主宰。

そこに集った日系人二世と大戦後に渡っ

て来た日本人のお年寄りの平均年齢は

86。その日系高齢者との活気に満ちたや

りとりで分かる、日本語の妙味と奥深さ

を凝縮した一冊であり、前書『そうだった

のか! ニッポン語ふかぼり読本』の続刊。

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、農林水産省の輸出サポート事業の一環とし

て、健康志向の日本食品に特化した商談会を初めて海外で行った。この商談会

は「日本産農水産物・食品輸出商談会inロサンゼルス」と銘打たれ、3月10日

にNatural Products Expo West会場の近隣ホテルで開催された。

出展した日本企業は28社で、加工食品が11社、茶、菓子がそれぞれ4社、水産

物・加工品が3社、調味料が2社、果実、飲料、米、アルコール飲料がそれぞれ1

社が参加。米国市場の反応を確かめるために、各社安全かつ高品質な日本食品

のアピールを行い、バイヤーや現地消費者の感想にしっかりと耳を傾けていた。

ジェトロのヒューストン事務所では、テキサスに進出する企業に向けて様々な

情報発信を行っている。2016年3月には「ヒューストン・ダラススタイル」と題

した消費市場攻略のための資料のデジタル版を刊行、さらに12月、テレビ番組

「世界は今、米国No.1の注目州テキサス」を制作した。

また、2016年11月より、ジェトロ・ヒューストンではダラスのアディソン地

区に「サテライトデスク」を開設し、出張ベースでの業務を開始した。

世 界 最 大 の 自 然、オ ー ガ ニ ッ

ク、健 康 製 品 の イベ ントNatural 

P r o d u c t s  E x p o  W e s t  & 

Engredeaが、2017年3月9日 か ら

12日まで、カリフォルニア州アナハイ

ムのコンベンションセンターで開かれ

た。食品だけでなく、サプリメントや

美容、健康的なライフスタイルを提案

するイベントで、3000を超える企業

が出展した。

専門家を講師に
「アルツハイマー病の話」

ギフト商社「Nishimoto」
チェリー早割6月15日まで

ロサンゼルス在住
ジョン金井さんが新著出版

ジェトロ主催
「健康志向特化型の海外商談会」

ジェトロ・ヒューストン
テキサスから情報発信

世界最大の
ナチュラルEXPO開催
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■ 詳細：www.crestedbuttewildflowerfestival.com/2017-program-guide/

■ 対象路線 ： 東京（羽田または成田） = シカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルス、
サンフランシスコ、ロンドン、パリ
■ 対象クラス ： 国際線ファーストクラス

■ 詳細・申し込み　https://abitus.co.jp/ab/

この春、テネシー州メンフィスのグレードランドがグレードアップし、オープ

ニングを迎えた。まず、エルビスの生涯をたどる展示博物館が完成。初めて一

般公開されるプレスリー家の遺品や記念品が展示されている。また、エルビス

が愛用した車を20台以上展示した自動車博物館もオープン。さらにエルビス

の両親の名前を冠したテーマレストラン、グレイディーズ、バーノンズもオープ

ン、前者ではアメリカの伝統的なダイナーが体験できる一方、後者では本格的

なメンフィスバーベキューが楽しめる。

コロラド州中西部に位置するクレステッドビュートで今年もワイルドフラワ

ー・フェスティバルが開催される。1,700種以上の自生の高山植物が確認され

ているクレステッドビュートはワイルドフラワーのメッカとして知られ、1986

年から毎年7月に同フェスティバルを実施している。今年は31周年を迎え、7

月7日から16日までの10日間にわたり、ワイルドフラワーにまつわる220以上

の趣向を凝らしたプログラム

が企画されている。

プログラムには、ハイキン

グ、ウォーキング、写真、ア

ート、野鳥・蝶観察、植物学

など11のカテゴリーがあり、

様々な角度からワイルドフラ

ワーを楽しむ機会を提供。参

加申込の受付は4月10日よ

り既に開始となっている。

JALは、2017年3月28日より国際線ファーストクラスで提供しているアメニ

ティーキットを一新した。新しいアメニティーキットは、ドイツのプレミアムライ

フスタイルブランドである 「ポルシェデザイン」とのコラボレーションにより誕

生した。また、これに合わせて、「ポルシェデザイン」とのコラボレーションによ

るリラクシングウエア（機内着）を期間限定（約3カ月間）で用意する。

国際資格の専門校アビタスが、U.S.CPA

（米国公認会計士）取得のための説明会を

米国4都市で開催。各会、先着10名。参加

者には特典として、サンプルテキストとサン

プル講義動画が進呈される。説明会では、

アビタスのカウンセラーにより国際資格

U.S.CPAの魅力、海外にいながら単位取

得ができるオンラインプログラム、日本人

の学習に合わせた独自の教材と、充実のサポートなどについて解説される。

■ニューヨーク会場 　ロジャースミスホテル

5月19日（金） 7:00pm〜9:00pm

5月20日（土） 1:00pm〜3:00pm

■シアトル会場    ザ ウェスティン ベルビュー

5月22日 (月) 　7:00pm〜9:00pm

■サンフランシスコ会場    ホテルニッコーサンフランシスコ

5月24日 (水) 　7:00pm〜9:00pm

■ロサンゼルス会場    ミヤコハイブリッドホテル 

5月26日 (金) 　7:00pm〜9:00pm

5月27日 (土) 　1:00pm〜3:00pm

新装なった
グレースランドがオープン

コロラドの高山植物を楽しむ
ワイルドフラワー・フェスティバル

JAL国際線ファーストクラスに
新アメニティーキット登場

国際資格の専門校アビタス
U.S.CPA取得無料 米国4都市現地説明会開催
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■ 問い合わせ：sachimiya@yahoo.com / sachicoach@gmail.com

■ 詳細：japaneseschoo.org
■ 問い合わせ：201-947-4832

■ 問い合わせ：310-930-4246
sales@water-aptech.com
Aqua Pacific Technology LLC 五十嵐まで

ANAグループは英国SKYTRAX社が運営するワ

ールド・エアライン・レーティングで2013年から5

年連続で世界最高評価となる「5スター」を獲得した。

現在「5スター」認定を受けているのは、ANAが日本

で唯一、世界でも9社のみとなっている。

ANAでは、顧客満足度向上を目指し、1年間に以

下の取組みを行ってきた。

・成田空港第1ターミナル出発ロビー南ウィングのレ

イアウトを刷新。操作が便利でスピーディーな自動チェックイン機を導入。

・成田空港ANAラウンジ内で、シェフが握り寿司を直接サービスする「シェフ

サービス」を開始。

・羽田空港第2ターミナル出発ロビーをリニューアル。2016年度「グッドデザイ

ン賞」受賞。

・17言語対応の「ANAコミュニケーション支援ボード」を導入。

全日制の幼稚園や小学校を

はじめ、平日・週末に様々なプ

ログラムを展開しているニュー

ヨーク育英学園が5月に幼稚部

オープンハウスを行う。5月9日

（火）年長組み、10日（水）年中

組、11日（木）年少組となってお

り、9時から11時20分まで各ク

ラスの様子を参観できる。誰で

も参加可。

ハンバーガーチェーンのマクドナル

ドでは、2018年中盤、注文後に作るフ

レッシュなクオーターパウンダーを登

場させると発表した。マクドナルドで

はここ数年、顧客の要望の変化に対応

し、朝食メニューを終日提供すること、

2025年までにケージフリーの卵使用

を実現すること、一部のメニューから

食品添加物を撤廃することなどを含む

様々な新しい試みを実施、または発表

してきた。今回の注文を受けてから牛

肉を焼きクオーターパウンダーのハンバーガーを作り、フレッシュな状態で顧

客に提供することもマクドナルドの顧客のニーズに対応した方策の一部。

同プロジェクトに関しては、事前にテキサス州ダラス・フォートワース地区の

325店舗、オクラホマ州タルーサ地区の77店舗で試験を行い、成功を収めてい

る。

トップレベルでスポーツに取り組む子女を持つ親のための「スポペアUSA第

1回交流会」が3月25日、ニューヨーク、アトランタ、オーランド、東京の4都市

をオンライン通話システムで結び行われた。ゲストスピーカーは新体操で全米

トップ10に入る篠原枝令菜さんを育てた篠原稔ジョージア工科大准教授とシノ

ハラア体育アカデミーUSA代表の篠原奈美枝さん。学業と競技の両立、コー

チとの関係をテーマに専門知識と体験談が披露された。

「トップレベルで戦うジュニアアスリートをお持ちの場合、親の方がのめりこ

んでしまい燃え尽きてしまうことも・・・。地域や競技、子供の年齢という枠

をこえて、身近に似た環境がいないスポーツペアレンツのため、横のつながり

を持というという試み」と、同交流会を立ち上げた宮下幸恵さんは話す。次回

は5月に開催が予定されている。参加料は30ドル。問い合わせは下記の宮下さ

んまで。

AquaPacificが 提供するRO式浄水器は、

水の分子のみを透過させるRO膜を使い95％

以上もの不純物を除去する。浄水器を設置する

だけで、「純水」とも呼ばれているこのRO水を

蛇口から使い放題になる。月々21.95+taxから

のリースなどもありお得な他、全米どこからでも

購入可能。今なら先着100名限定で、契約した方

に塩素を除去するシャワーフィルター($50相当)

がプレゼントされる。

ANAがSKYTRAXレーティングで
「5スター」を5年連続受賞

NY育英学園　
幼稚部オープンハウス実施

注文後に作るフレッシュビーフ
クオーターパウンダー登場

アスリートの親の情報交換
スポペアUSA交流会

「塩素除去シャワーフィルター」
プレゼント
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出題：Enigma
答えは 5ページに掲載

 答えのヒント 　連休中は新幹線も目的地でも賑わっています

タテのカギ
【タテ1】書類の見本に使われる名前例で

よく見かける「山田〇〇」
【タテ2】武士が自分より弱い者に与える

恩恵の事「〇〇〇情け」
【タテ3】5月の最終月曜日は「〇〇〇〇〇

デー」
【タテ5】出産の次
【タテ6】お笑いコンビにはこれとツッコミ

役がいますね

ヨコのカギ
【ヨコ1】10分の8の分量
【ヨコ4】「子が健康に立派に育ってほしい」

という思いが込められています
【ヨコ7】米国の皆保険制度の通称「オバマ

〇〇」
【ヨコ8】永井豪作の漫画「〇〇〇ガーZ」

ダ 8                      

 4                                                            6      
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 1                              　      2                                       3                       
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 5      

日本には「報・連・相」（報告、連絡、相談）という習慣があり
ます。部下やサプライヤーなど、仕事を頼まれた相手は仕事の進
捗状況を頻繁に報告してくれます。一方、アメリカでは、独立して
仕事をするのは良いとされ、沢山の報告や質問は邪魔だという感
覚があります。ですから、日本人が好む頻度での進歩具合の報告
は期待できません。アメリカ人と一緒に仕事をしている日本人にと
って、これは結構フラストレーションの種になります。これに対す
る一番の対策は、意外と単純です。「進み具合に関して相手に尋ね
る」ことです。しかし、下手に尋ねると、相手を信用していないと
誤解されてしまい関係がギクシャクしてしまう可能性もありますの
で、言い方に気をつける必要があります。

今日は、上手に進み具合を聞くコツを幾つか紹介したいと思います。

ソフトな表現を使う  
次のような、命令口調の表現は禁物です。

■I need to know how much you have finished.
プロジェクトがどこまで終ったか知る必要があります

次のように、できるだけ柔らかい表現で聞くようにしましょう。
■ I was wondering how the project is coming along.  Please 
let me know. 
プロジェクトははかどっているかな、と思っていたところです。教え
てください
■I just wanted to get in touch about the testing.  How’s it going? 
試験について少し聞いてみたかったのですが、いかがでしょうか

ポジティブな言葉を使う  
相手をやる気にさせるような、ポジティブな言葉を使いましょう。
例えば次のように。

■I’m looking forward to hearing how things are going with 
the research. 
調査の進捗をお聞きすることを楽しみにしています
■ We are eagerly awaiting word about your progress with 
the data gathering. 
情報収集の進捗についてのご報告を楽しみに待っています

手伝いを提供する  
頼みにくい時、聞きにくいとき、これは有効です。
手伝えることはないか相手に聞いてみることで、進捗に関する

情報を引き出すことができるでしょう。
■Please let me know if there is anything I can help with.  
何かお手伝いできることがあれば、教えてください
■Please let me know if there is any information you need from me.  
何か必要でしたら、教えてください

他の人のせいにする  
自分から頼みにくい時は、他の人から、ということにしてしまう

のも手です。
例えば次のように。

■ My boss just asked me for a status report on how the 
project is coming along.  
Could you please let me know so I can tell him? 
上司からプロジェクトの進捗を報告するように依頼されたばかりで
す。報告できるように教えて頂けませんか

これらのコツと表現を覚えておけば、きっと上手に進捗状況を
尋ねることができると思います。

No. 178

「報・連・相」が欲しい時
No. 188
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