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備
準
帰国

Return
Japan to

数年のアメリカ赴任期間を終
え、いざ日本へ帰国するとなっ
た時、何をどのように準備した
らいいだろうか？

家や公共

料金の解約、引越しまでの段
取り、帰国後の子どもの学校
や税金関係など役立つガイド
をお届けしよう。

引越しは仕分けが重要

Moving

辞令が出たら即仮予約を
日本への帰任辞令が出た時に、帰国準

物、捨てる物、譲る物、寄付する物、ま

備は何から始めたらいいだろう？ 「帰国

たは掲示板などで売却する物などの仕分

の航空券とほぼ同時に引越し作業の仮予

けをしていただくことが大切です。辞令が

約を入れることをお勧めします」と話すの

出てから帰任までは、送別会や引き継ぎ

は米国日本通運の引越し担当、細井正明

などで忙しくなるため、仕分けが後回し

が、梱包する荷物はその間に必要になら

さんだ。特に2 月から3月にかけては、駐

になりがちですが、そこの部分は引越し会

ない物を入れてください。航空便であって

在員家庭の日本帰任が多く、直前になる

社では決められないので早めの決断をお

も、ご自身の帰国と同日に日本側で受け

と予約が取りにくくなる。3月末の2 週間に

願いします」
。

取れるわけではないので、お子さんの学

また、持ち帰る物に関しては、梱包荷

校関係の物、役所関係の重要な書類など

では、引越し会社に予約を入れて、次

物に入れるか、手荷物として自分で持参

はご自身で持ち帰っていただくようにお話

のステップとなる見積もりを取る時までに

するかを区別する必要がある。
「船便の場

ししています」
。保険をかけても、替えが

は何をしておくべきか？ 細井さんは次の

合、東海岸から日本ですとお手元に届くま

効かない物は梱包しないのが原則だ。

ようにアドバイスする。
「アメリカで使って

で約 70日、西海岸からでも約 40日はか

「さらに日本に持ち帰れない物がありま

いた家具などをすべて日本に持ち帰るわ

かります。そこで、逆算してアメリカから

す。医薬品や化粧品、また石鹸であって

けではないと思います。そこで持ち帰る

2 カ月くらい前に送り出すことになります

も、数量によっては日本に持ち込めない

関しては予約が殺到するのが実情だ。
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物がありますので、その点は気をつけるよ

最近は駐在員の引越しの行き先も多様

ださい」

化しているそうだ。アメリカから日本への

最後に自身が駐在員でもある細井さん

ペットに関しては、日本から連れてき

引越しだけではなく、米国内のある都市

に、
「引越し荷物ではなく自分で持ち帰る

たのではなくアメリカで飼い始めたケース

から別の都市へ、さらにアメリカから日本

物は？」と聞くと、
「実は先日、ニューヨー

では、航空会社によっては受託しない犬

を経由することなく、直接アジアやヨーロ

クシティマラソンに参加したのです。その

種もある。さらに予防接種などの証明書、

ッパへの移動も増えている。

時のメダルは、なくしたとしても、絶対に

うにしてください」

健康状態の証明書を取り寄せなければな

「受け入れ先が日本であれば、輸入手続

再発行はしてもらえないと思うので自分で

らないので、詳細はかかりつけの獣医に

きの規定はそれほど大きくは変わりません。

持ち帰りますね
（笑）
。このように、他人

問い合わせること。

しかし、発展途上国の場合はルールが頻

にとっては価値が認められなくても、ご本

繁に変わります。さらに、最近のケースで

人にしてみたら非常に大切な物はご自身

仕分けに基づいて引越し会社のスタッフに

は、ロンドンへの移動の場合はEUからイ

できちんと判断していただきたいと思いま

指示を出してください。また、費用の面で

ギリスが脱退を予定していたり、テロの

す」と答えてくれた。

は会社が負担してくれる上限があるはずな

問題もあったりして状況が変わっています。

ので、そこをしっかり確認するようにして

行き先の情報は海外引越しを扱う業者さ

ください」

んが詳しいので、アドバイスをもらってく

「引越しは段取りが 8 分といわれます。

取材協力：米国日本通運
https://www.nittsu.com/hikkoshi/

Housing
帰国日が決まったら、住まいの解約手
続きを進めよう。賃貸の場合は何カ月前
までに解約通知が必要か、契約書に記載

住まいの中途解約は
契約時の合意がカギ

がある。契約内容を事前に確認し、突然
の帰任辞令でもなるべく早めに大家さん

らいましょう。通知内容には引越し予定日、

へ通知するのが好ましい。
「通知は日付入

明け渡し日、デポジット返却の方法など

家の明け渡し時に行われるのが、大家

りの書式か E メールなど記録に残る方法

を明記します」と話すのは、不動産会社ダ

さんまたは管理会社の人と一緒に内装を

がベスト。書式の場合は受領サインもも

グラス・エリマンのブローカー、阿久津裕

点検する“ウォーク・スルー ”。破損があ

子さん。

キーです」
。

れば事前に修理し、当日は家を空にして

賃 貸 契 約の期 間は

清掃された状態にしておこう。
「大家さん

通常1年または 2 年で、

によってはプロの清掃を要望することもあ

中途 解 約は罰則金が

り、点検時に満足のいく状態でなければ

課されるケースもある。

清掃代をデポジットから引かれる場合も。

「駐在員の方は契約時

破損部分の修理や清掃方法は事前に大家

に中途解約となる可能

さんと相談して対処すれば、デポジットも

性の理解を大家さんに

戻りやすいですよ」と阿久津さんはアドバ

求め、契約書に2、3カ

イスする。

月前の通知でペナルテ
ィ無しで解約可能な文
言を含めてもらうのが

8
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取材協力：Douglas Elliman Real Estate
https://www.elliman.com

掲載広告募集
詳しくはこちら

(310) 294-5778

Public Services

延滞料金を回避するには？
公共サービスの確実な解約
引越し会社に予約を入れて、借家の解

エージェンシー
（回収専門業者）にその案

約の連絡も済ませた後、引越しの2〜3週

件が行ってしまうことになります。例えば、

間ほど前に済ませたいのが公共サービス

ケーブルTVやインターネット用にリースし

の解約。あまり早く解約手続きをしようと

ていた機器の返却を、アパートの管理人

すると、
「次の請求時期以降まで待つよう

に依頼した方がいました。しかし、管理

さらに領事館への帰国届けもお忘れな

に」と言われることが少なくない。具体的

人がそのままにしていたために、コレクシ

く。在留届けをオンラインで届けた場合

には、電気、ガス、水道、ゴミ、電話・

ョンエージェンシーから500ドル近い延滞

は、次のサイトから帰国届けも同じく外務

ケーブルTV・インターネットなどの手続きだ。

料金がチャージされてしまったのです」

省のオンラインで手続きが可能。https://

公共料金以外で、済ませておかなければ

w w w. e z a i r y u . m o f a . g o. j p/ R R n e t /

を使って、電話もしくはウェブサイトで手

ならないのは、交通違反のチケットの処理。

g e n e r a l F o r w a r d . d o? f o r w a r d =/

続きをする。この手続きについて注意を

TWIアシストの顧客でも次のような人がい

change

促すのは、駐在員の赴任時、滞在中、帰

た。
「帰国前にスピード違反のチケットをも

任時に各種手続きのサポートサービスを

らっていたのですが、忙しくてそのことを忘

行うTWIアシストのシニアコンサルタント、

れてしまっていたようです。日本に帰ってか

ゆうこ・シモネックさん。
「手続きをウェブ

ら払ってないことに気づき、私に連絡がき

サイトで自分でしてみたけれど、確実に解

ました。そこでウェブサイトを通じて支払う

約できたのか分からないとの問い合わせ

方法についてお伝えしました」
。

まずは、請求書にあるアカウント番号

TWIアシストでは上記の各種手続きの
代行サービスを行っている。
取 材 協 力：Assist（division of Teruko
Weinberg, Inc. <TWI>）
http://twiassist.com

をよく受けます。当方で改めて公共サービ
スの会社に連絡を入れると、解約自体は
されていますが住所の変更がされていな
いことがあります。また、ウェブ上で支払

マイナンバー制度って何？
情報提供者：ライフメイツ社会保険労務士事務所

蓑田 透さん

www.life-mt.com

いをしていた方の場合は、解約と同時に

マイナンバーは、2015 年に日本で導入された国民一人ひとりが

マイナンバー制度

そのアカウントも閉鎖されてしまう可能性

持つ 12 桁の番号。社会保障、税、災害対策の分野で横断的な番

導入スケジュール

もあるので、最後の月の支払いが履行さ
れないことがあり、延滞料金がチャージ
されてしまいます。解約時の最終支払い
方法についても、事前にご確認されるこ
とをお勧めします」
。本人は手続きが終わ
っていると思ってもそうではないことが実
はよくあるようだ。確実なのは、請求書

号制を導入することにより、個人情報の特定・確認が分野間で確
実かつ迅速にできるようになりました。
簡単にいうと、米国の社会保障番号（Social Security Number）
と同様のもの。日本ではこれまで確定申告や年金申請、国民健康
保険加入などの手続き時に毎回、各公的機関で公的書類を提出し
ていました。しかしマイナンバー制の導入により、個人の情報が全
国の公的機関で共有され、各手続きが簡略化されます。手続きに
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マイナンバーの利用開始
（一部機関での手続きに
利用、個人番号カード交
付など）
マイナポータル運用開始

2017 年 1 月にはマイナポータルの運用を開始。これは、ウェブ
かの確認や、行政機関からのお知らせを受信できる自分専用の管

完了できません。そうするとコレクション

● 2016 年 1 月

● 2017 年 1 月

同僚や友人の住所を使わせてもらうこと

「最終の請求書が届かないと、支払いが

知開始

や提出書類の軽減が実現されるのです。
上で行政機関が個人の番号情報をいつ、どの機関とやりとりした

に依頼するということ。

マイナンバーの付番・通

よっては各窓口に出向く必要がなくなり、窓口での待ち時間短縮

の転送先住所に、アメリカの会社または
だ。この場合のポイントは信頼できる人

● 2015 年 10 月

理画面です。
マイナンバーは国籍を問わず、すべての日本国内居住者（住民票
がある人）に付与されます。申請手続きは、各市町村役場で住民
登録する際に併せて行います（役場によっては窓口が異なります）
。

● 2017 年 7 月
行政機関との連携（地方
自治体、年金事務所、税
務署など）
● 2018 年 1 月
金融機関での預貯金口座
への付番

School

帰国後の学校選び
情報集めが肝心

グラムに賛同し、
「こういう学校に通いた

さに学習指導のプロの腕の見せ所といえ

い」という思いを基本に進めていくことに

ます」
。

なると、田畑さんは続ける。
「帰国子女枠

アメリカ滞在中に子どもに体験させてお

帰国後に子どもが 通う学校についても

の入試であれば、英検 2 級以上の英語力

きたいことについて、最後に聞いた。
「近

準備を進めなければならない。公立にす

があると有利になったり、国語や算数・数

年、帰国枠入試では、作文・エッセイや面

るか、それとも私立にするかという選択

学が苦手でも考慮してくれたりする学校も

接の比重が高くなってきています。これは、

肢について、これまでに多数の帰国生の

増えてきています。一般入試では高嶺の

2020 年から始まる大学入試改革、すなわ

受験準備の実績がある早稲田アカデミー

花の学校でも、帰国生にとってはチャンス

ち、国公立大学の2 次試験は面接と論文

国際課の田畑康さんは次のように解説す

になる可能性もあるので、まさに情報集

を重視するということと連動していると思

る。
「 公立、私立それぞれのよさを考えて

めが肝心といえるでしょう」
。

います。進むグローバリゼーションと、求

受験準備に際して帰国受験の塾で可能

められる国際競争力。そんな時代に、帰

を体験するという意味で意義があります

なサポート内容は、大きく分けると
「情報

国生が学力以外に求められるものは、海

し、私立は
『教育理念と方針がしっかりし

提供」
「戦略相談」
「学習指導」の3つ。
「情

外・帰国生ならではの人間力です。アメリ

ていて卒業後の進学にもコミットしてくれ

報については、毎年のように変化する入

カからの帰国生ならば、
『アメリカで学ん

る』という意味で安心です。公立小学校・

試の内容・日程・科目・合格ラインなどの

だことは何か』
『アメリカに住んでいたか

中学校の場合、地域によって帰国生の受

データが受験の準備の要です。たとえば

らこそ成長できたポイントは何か』
『アメリ

け入れ方に差があることは否定できませ

英語のエッセイが課される場合、文法･語

カはどういう国か』ということを、しっか

ん。たとえば、海外駐在員が帰国した後

彙力が重視されるのか、内容が重視され

り説明し、アピールできることです。これ

に入居できる社宅が複数ある地域では、

るのか、などは、これまで多くの合格者

らのポイントを意識して、お子様のアメリ

公立でも各学年に帰国生が10人以上いる

を輩出してきた塾の分析はとても有用です。

カ生活をサポートしてあげてください」
。

こともあります。逆に、帰国子女の少ない

戦略についても、塾の分析は欠かせませ

地域も存在します。そういう地域の公立

ん。模擬試験のデータの見方、学校の選

取材協力：早稲田アカデミー

では、先生方の理解を得られず、ストレス

び方、面接練習のスケジュールややり方、

re_top.html

を感じてしまう可能性もあります。結局は

科目ごとの学習比率なども、塾との相談

本人や家族の気持ち次第なのですが、公

なくしては、成立しない

立を選ぶにあたってはある程度の覚悟が

ものといえましょう。学

必要です。首都圏では、市や区によって

習指 導は、受 験 生本人

は帰国子女対応のできる相談員のような

の成長のもっとも大きい

先生がいらっしゃる公立もあり、越境通

カギともいえます。合格

学を認めているようですので、居住予定の

に向かっていつ、どのレ

市役所・区役所にご相談になることをお

ベルの問題に取り組むの

勧めいたします。ご帰国前に情報収集を

か、 志 望校 の入 試 問 題

するのは保護者様の役割です」
。

の傾向に合った学習にな

みると、公立は
『ローカルな日本の教育』

っているのか、弱点の補
志望校の絞り込みは、教育理念やプロ

12
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強はできているのか、ま

www.waseda-ac.co.jp/returnees/retune/

Life Insurance

赴任中に加入
米生命保険のメリット

ただし、健康状態によっては精査が必要
なので、2 カ月から3カ月程度かかる場合
もあります。よって、ご帰国の3カ月前ま
でにご連絡をいただくと確実です」
。

借家や公共料金は帰国前に解約しなけ

つまり、運用先の長期金利が異なるため、

帰国が決まれば、W-8benという税金関

ればならないが、逆に帰国する前に加入

同じ保障内容でもアメリカの方が保険料

係の書類を記入するだけで、日本に戻っ

を検討する価値があるのがアメリカの生

を安くでき、さらに積み立てた分のキャッ

てもそのまま保険を保持し、ベネフィット

命保険だ。その理由を、パシフィック・ガ

シュバリュー増加分も大きくなるのが、ア

を受けることができる。ただし、すべて米

ーディアン・ライフ・インシュランス・カン

メリカで生命保険に入るメリットです」

ドル建てのため、為替のリスクは伴う。そ

パニーのアシスタントディレクター、高橋

アメリカの生命保険は、特定のビザ(H、

れでも日米で金利に大きな差があるから

E、L、O など。詳細は問い合わせ)を保持

こそ、投資目的でアメリカの生命保険に

「保険会社はお預かりした保険料をもと

して在住している人だけ加入が可能。そ

加入する駐在員が少なくないということだ。

に長期の運用を行います。日本の場合、10

れでは、帰国のどれくらい前までに申し込

年国債で金利は0.032％。一方、アメリカ

めば間に合うのだろうか。
「通常、お申し

では 2.309％です
（2017年11月7日現在）
。

込みからご契約成立まで1カ月を要します。

卓也さんは次のように解説する。

Tax

取材協力：Pacific Guardian Life Insurance
Company, LTD
www.pacificguardian.com

帰国後は速やかに
税務手続きを
申告に関して菅野さんに聞いた。

万全の準備を進めて無事に日本へ帰国

日本国内の課税対象となる。つまり、海

した後、まず必要となるのが役所での住

外勤務期間の給与や賞与が帰国後に日本

「帰国後の勤務に対する給与は年末調

民登録だ。
「出国前と同じ住所に戻るので

側で支給された場合も、日本側で課税対

整の対象となります。社会保険料、生命

あれば、住所地の市・区役所にパスポー

象となるのだ。ただ、住民税に関しては状

保険料、医療費などの各種控除は帰国後

トを持参すれば住民票を作成してもらえ

況が異なる。
「1月1日時点で日本に住民登

に支払ったもののみが対象。ただし、配

ます。出国前とは異なる場所に住むなら、

録のある方がその年の住民税の課税対象

偶者、扶養、障害者、寡婦
（夫）控除な

新しい住所地の市・区役所に戸籍謄本と

となります。たとえば1月2日に帰国した場

どの人的なものは、12 月31日の現況で判

戸籍の附票を持参するとスムーズでしょ

合は、その年の納税義務は発生しません」
。

断されます。また、給与以外に不動産収

う」と話すのは、新大阪総合税理士法人

厚生年金や社会保険は、海外勤務中も

入などがある方で、その合計所得が 20万

の代表税理士、菅野泰行さん。役所によ

日本で継続していた場合は住所変更程度

円以上となる場合は確定申告が必要です。

っては必要書類が異なる場合もあるため、

の手続きだけで済むが、介護保険は再加

帰国前に受け取った国外源泉所得
（アメリ

事前に問い合わせると良いそうだ。手続

入が必要だ。具体的には勤務先を通して

カの不動産賃貸収入など）は申告不要で

きの期間は、原則として帰国後14日以内。 「介護保険適用外等非該当届」を提出する。
万が一14日を過ぎても罰則はないが、早

また出国時に
「納税管理人の届出書」を出

めの対応が望ましいと菅野さんは言う。

した方は、帰国後速やかに
「納税管理人

住民登録が完了すると日本の居住者と
なるため、支払われる給与や賞与はすべて

14
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の解任届出書」を提出しよう。
最後に、帰国後の年末調整および確定

すが、帰国後に発生した同所得は申告が
必要となるので注意しましょう」
取材協力：新大阪総合税理士法人
http://www.shinosaka-sougou.com
※本記事は、役員ではない一般社員を例とした内容です。

レンガとライムストーン
の建物が並ぶガリーナの
町をトロリーバスで走る

第10回

19世紀から21世紀へGO
イリノイ州

のは、まだ30 代という若さのガリーナ出身

築家たちによって最新の建物が造られてい

のマシュー・キャロル氏。6室ある客室のイ

った。シカゴ川沿いに建つトウモロコシの

ンテリアはすべて異なり、絵や置物など小

ような形のマリーナシティや、バウハウス最

広いアメリカ、まだ知られていない旅先

物まで凝りに凝っていて、そこに住んでいる

後の学長であるミース・ファン・デル・ロー

を紹介していく本シリーズ。今回はイリノイ

かのような気分になれそう。ホームメイド

エによる鉄とガラスのIBMビルなど。この

州で、ミシシッピ川にほど近いチャーミン

のパンがおいしい朝ごはんは秀逸だ。

名建築の展覧会を川をクルーズしながら見

19 世紀に迷いこむ
かわいいガリーナの町

グなガリーナの町からシカゴへと時間を飛

て回れるのが
「ショアライン・サイトシーイ

び越えたような感覚の旅を紹介する。ガリ

ング」だ。この水上から見たシカゴの建築

ーナは、ミシガン湖畔のシカゴから車で約

の美しさはまた格別。昼に夜にクルージン

3 時間。周辺は、緑豊かなミシシッピ・パ

グを催行する
「オデッセイ・クルーズ」のデ

リセード州立公園、４つのチャンピオンコ

ィナークルーズで夕景に浮かび上がるビル

ースを持つゴルフ場のイーグルリッジリゾー

のシルエットは心に残る。

ト、ワイナリーにウィスキーの醸造所など楽
しめるスポットが豊富。そして、何より
「こ
こは19 世紀？」と思えるような古きよきアメ
リカそのままの雰囲気が漂うダウンタウン
の散策がおすすめだ。何といっても、この

朝からキッシュに果物に焼きたてパンと、家庭料理が
並ぶ「ジェイル・ヒル・イン」

20 世紀から現代まで
シカゴの街は名建築の展覧会

ダウンタウンに並ぶ建物の85％は国家歴史

ガリーナから、ミシガン湖畔のイリノイ

登録財というのだから。50ドル札で拝顔で

州最大の街シカゴへ
（ちなみにイリノイ州の

きる南北戦争の英雄で第18 代アメリカ合

州都は、リンカーンの眠るスプリングフィー

衆国大統領でもあるユリシーズ・グラントの

ルドだ）
。ニューヨーク、ロサンゼルスに次

家など、見どころを回るには赤くてかわい

ぐ国内３番目の大規模都市で金融の要とし

いトロリーバスに乗る
「ガリーナ・トロリー・

ても知られるシ

ツアーズ」が便利。

カゴは、1871年

宿泊は、ダウンタウンにある1855 年開

の大火で大部分

業の歴史を誇るデソトハウス・ホテルや、元

が焼失して再生

刑務所を改築したというユニークなB&B
「ジ

した街。当時の

ェイル・ヒル・イン」
、周辺のリゾートホテ

シカゴの新たな

ルなどバラエティに富む。
「ジェイル・ヒル・

街造りは “ 建 築

イン」は、1878 年から1977年までジョーデ

の実 験 場 ”と呼

ィビス刑務所として使われていた建物。そ
れを購入して B&Bとして生まれ変わらせた
18
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「ショアライン・サイトシーイン
グ」の建築クルーズ。次から次
へ登場する名建築のビル群

ばれるほど、手
を差し伸べた建
取材協力

「オデッセイ・クルーズ」は、水曜と土曜の夜に約 3 時
間の花火ディナークルーズも
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び、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

■ ガリーナ・トロリー・ツアーズ
Galena Trolley Tours

http://www.galenatrolleys.com

■ ジェイル・ヒル・イン
Jail Hill Inn

https://jailhillgalena.com

■ ショアライン・サイトシーイング
Shoreline Sightseeing
http://shorelinesightseeing.com

■ オデッセイ・クルーズ
Odyssey Cruises

https://www.odysseycruises.com

ミシシッピ・リバー・カントリー USA https://mrcusa.jp

毎

日、夢中で目一杯動いているうちに、

さい、と住所を渡された。半信半疑で、それ

カレンダーは年末の月に入っている。

でも、新しい道具一式を全部揃えた。総額

年初めにした仕事や体験は、ま

は私には大金だったので、払い戻してもら

るで遠い過去の出来事のように、霞んだ

えるか心配だった。もらった住所を頼り

風景として記憶の底に沈んでいる。長い

に、家の前に来た時、住所が間違ってい

一年だった。

ると思った。その住所にはお城のような

年頭に、はっきりと決 意したことがあ

豪邸が聳え立ち、家の周囲は鉄の柵でぐ

った。それは、これまでにやらなかったこ

るりと囲われていた。こんなところであるは

と、私にとって難しいことにあえて挑んでみよ

ずがない、間違いだ、帰ろう、と車のドアに

う、ということだった。その自分への宿題のため

手をかけた時、背後の鉄の門がするりと開き、玄

ろう。それは、嫌だった。
これは世間一般では引退の年齢になった人間が考え
ることではない。こんな歳になったら、これまで築いて
きたキャリアをキズつけないように、危険を冒さず、安
全地帯の中で、有終の美を飾るのが賢明な人がするこ
とだ。しかし私はそうではなく、どちらかといえば、お
バカさんの道を、熱心に進んでみようとしたのである。

55

回

年続けてきた仕事を継続するだけの一年で終わるだ

第

長い、長い一年

に時間とエネルギーを使おう。そうしなければ、長

結果はいうまでもなく、疲労困憊だった。思った

関から入っておいで、とその人が呼んでいた。
玄関から螺旋階段が二階につながり、天井から下
がったシャンデリアに反射した太陽光が七色の虹の光
を辺り一面にまき散らしていた。夢のようだ。案内さ
れた居間は映画館のように大きく、一面の窓ガラスか
らは眼下の町が眺望できた。六角形に突き出た塔は
朝食室。茶室もあった。こんな家があるんだ。
個人レッスンをするのは初めてで、しどろもどろだっ
たが、自分なりに、絵とはどういうものなのかを話した。
写真のような絵なら、写真の方がいい。あなたの目に

以上に頭を悩まし、神経をすり減らす難しい仕

映った対象物をあなたの心象風景として描くの

事。何をどうしていいのか暗中模索の煩雑なボ

が絵ではないか。しかし、心象風景としての絵

ランティアの役割。気が狂いそうな一年だった。

を描くには、見たままを正確に描ける力が土台

毎日疲れていたのは確かだ。しかし、良かっ

になければその上に自分のイメージを構築でき

たこともある。心配で眠れぬ夜が続いたせいか、

ない。だから基本を身に付けることが実は自分

時間が非常に長く感じられた。時間の隅々まで

の絵を自由に描く最短の道などと自分の考えを

使い尽くし、すべてのエネルギーを出し尽くした

話した。彼は、じゃあ僕はあなたにビジネスの

毎日。目指した結果が出たわけではないが、時

基本を教えてあげよう、と雑談をしてくれた。

間を使い切った充足感はあった。

一年中咲く花

その時に私の年収は彼の家の不動産税の4

新しいことに立ち向かう時はいつも恐怖で足が震

分の1だと知り、内心ショックを受けた。同じように米

え、逃げ出したくなる。私には忘れられない思い出

国で過ごしているのに、この落差は何なのだろう。帰

がある。若き日、日本語学校の教師、米国の小学校

り際に、持って行きなさい、と今までに見たこともな

の絵の教師、パートタイムのウェイトレスなど、複数

い大きな虎屋の羊羹をもらった。重かった。背後で門

の職を掛け持ちしていた。レストランで働いていた時、
誰の口からか、私の絵がジョン・ウェイン空港のロビ
ーにかかっていることがウワサに上り、数人のお客
様から、今度絵を教えてください、と言われた。勿
論、社交辞令だ。言われた誰からも、具体的な行動
はなかった。ただ一人を除いて。いつもヨレヨレの T
シャツ姿で、印刷のビジネスをしているというお爺さ
んから、絵を習うのに必要な最低限度の道具を全部
揃えて買ってくること、何曜日の何時に私の家に来な
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が閉まった時、夢を見ていたのではないか、としばら
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。

く茫然とした。自分の何かが揺さぶられるのを感じた。
同じ時間を生きても、何をするかで時間の流れる
速度が違ってくるのではないか。未経験のことが起こ
る時、時間は濃密にゆっくりと流れる。易しい道と難
しい道の岐路で私たちは日々、立ち止まり、迷う。選
択はあなた次第。難しい道を選んだら、疲れ、失敗
し、苦い思いをするだろう。しかし濃密な時間をたっ
ぷりと生きられる。長い一年を生きられる。

も水を差してしまい、良いところなしとい

は基本的には賛成派です。それというの

う結果に……。

も、贈り物はそれだけひとしおの心入れ

お客さんが気を利かせて愛犬の散歩な

第110

回

犬と
ホリデーシーズン
町中がキラキラときれいなイルミネーシ
ョンで飾られ、気持ちも躍る季節になり
ましたね。この時期は、きっと多くのお
家でパーティが行われることでしょう。最

になるので、一生大切にするという気持

どを買って出るかもしれませんが、自分の

ちを育む意味ではいいアイデア。しかし、

犬が一番分かるのは飼い主です。やめた

サプライズギフトにするのだけは絶対に

方が良いと思えばはっきり断る。お客さ

避けましょう。命ある犬は、店やオンラ

んでも、変な気を遣わずに、正直に対応

インショップで買って、気に入らなかった

すると余計な事故やケガを防げます。ま

ら返品出来る商品とは違います。犬に返

た、パーティ中に、愛犬が賑やかな場所

品はありません。ギフトで贈ると決めたら、

から隠れることの出来るスペースと時間を

準備の段階から一緒に楽しむ贈り物にす

提供してあげることも忘れないで。声を

ればいいと思います。

出して気持ちの説明が出来ない犬を
守ってあげられるのは飼い主です。
特別なイベントの際でも愛犬のこ
とを一番に考えてあげましょう。

今日は特別？

近は、愛犬も家族の一員として、または

特別な時だからと、犬が人間

主役と化して、パーティに同席するのが当

の食べ物をたくさん頂戴するこ

たり前になってきました。今回は
「犬とホ

とになるのも、このホリデーシ

リデーシーズン」と題し、何かとイベント

ーズンです。しかし、それは

が続くこの時期に怪我・事故のない楽し

犬にとって、健康にもしつけ

い時間を過ごすために、飼い主として気

にも良くないこと。人間には

を付けておきたい点のお話です。

美味しいものでも、犬には

ホリデー
シーズン
、愛犬の
うに
様子をチ
ェックす
ることも
忘れない
よ

毒になる食べ物も色々あります
（*）
。また、

痛っ！

色んな人から次から次へとトリートなどを

実は、そういう私も、この夏自宅で行

もらい、食べ過ぎでお腹をこわす可能性も

今年のホリデーシーズン、愛犬にも可

ったBBQ パーティの際に、大怪我をして

あるので、食べる量も気を付けてあげまし

愛くおめかしさせて、お家でゲストいっぱ

しまいました。パーティのことで気もそぞ

ょう。少々の甘やかしは良いにしても、普

いのパーティで盛り上がるのもよし。そ

ろになっている私を愛犬ノアが不意に引

段絶対にさせないことを
「今日は特別」と

れとも、賑やかなイベントを避け、愛犬と

っ張り、顔面から転倒するはめに。足も

させてしまうと、犬を混乱させることにな

車で遠出のホリデー旅行もよし。怪我や

捻挫し、大変な思いをしました。
「浮き立

るので、普段だめなものは特別な日でもだ

事故のない楽しい時間をお過ごしくださ

つ」という言葉が物語るように、特別なこ

め。それが本当の意味で愛犬のためにな

い。Happy Holidays！

とがあると、飼い主の気持ちがそぞろに

っていることを忘れないように。

なってしまい、普段はきちんと出来てい
る愛犬の監督もおろそかになりがちです。

ギフトに犬!?

そうすると、計算外のことが起こってしま

クリスマスに犬をプレゼントにすること

う時も。そして、せっかくの楽しい時間に

については、賛否両論あるでしょう。私

てらぐちまほ 在米29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
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次回は、
「おしっこ・うんち」と題し、犬
の排泄物の裏に隠されている意味につい
てのお話です。お楽しみに！
（*）犬 が食べ てはいけないものリスト：https://www.
a s p c a . o r g / p e t - c a r e /a n i m a l - p o i s o n - c o n t r o l /
people-foods-avoid-feeding-your-pets

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 59 回

孤独な一人旅は、スリルがいっぱい……？

盗難届を出した警察官と

ワインライターという仕事柄、単独で世

てみると、右後ろのタイヤの空気が漏れて

にならない対応の速さときめの細かいサー

界中を
「放浪」している。 土地勘のない外

いると言いたいらしい。一緒にしゃがみ込

ビスで、2日でアメリカからスペインまで新

国で、カーナビを頼りにワイナリーや畑を

んでタイヤをチェックしたら、空気入れの

しいカードを送ってきてくれた。

訪問するが、概してこういう訪問先は、住

キャップが外されていた。それを戻してい

最悪なのは、日本のパスポート再発行

居が定かでない。カーナビがフリーズした

ると、その男性は
「では」という感じで、ゆ

の手続きで、再発行するためには、
「まず日

り、見当違いな場所に誘導されたりするこ

っくりと目の前を歩いて行った。１分後に、

本の家族
（あるいは本邦の弁護士）が、領

とはよくある。どんどん狭まる急坂の一本

運転席
（車の左前）に戻ると、助手席に置

事館宛に戸籍抄本か謄本を
『郵送』するこ

道に誘導された挙句、着いた先は崖っぷ

いたはずのバッグが無い！ 相方がそっと

とが先決」だという。この時も、さっさと

ちだったなどという経験は、一度や二度で

ドアを開けて盗んで行ったらしいが、まっ

国籍をアメリカに変えておくべきだったと

はない。

たく音も気配もしなかった。鮮やかとしか

心から後悔した。

事故にあうこともある。今まではクレジ

いいようがない。

とはいえ、根っからのポジティブ思考

ットカード会社が自動的にかけてくれる車

しかし困った。盗まれたバッグには、パ

で、ヨーロッパでの仕事ができなくなった

両保険で賄ってきたが、以前イタリアで接

スポート、運転免許証などのIDと、全財産、

と悟った瞬間に、頭をバケーションモード

触事故を起こした時の手続きが面倒で、そ

携帯電話が入っていた。その瞬間から、無

に切り替えた。考えたら、ここ5 年ほど、

れ以降は保険をかけるようにしている。ス

国籍の一文無しになってしまった。早速警

純粋な休暇なんてまったく取っていなかっ

ペインでレンタカーをした際に、
「車が盗ま

察に行き、紛失届けを出した。これは必須

た。私を助けにキャッシュを持ってきてく

れても、全壊してもまったく賠償責任なし」

だ。スリはキャッシュと換金性の高いグッ

れたスペイン在住の友人と、連日ディナー

という保険に入ってみた。確か35ユーロく

ズ
（携帯やコンピューターなど）を抜いた後、

を楽しみ、交流を深められたのは幸いであ

らいだったが、ものすごく気が楽になった

残りを捨てる習慣がある。この場合、警察

った。感謝。

のを覚えている。

から連絡が入るし、不正に

今一番の頭痛の種は、ヨーロッパで頻

チャージされたお金も、ポ

発する盗難だ。パリのスリはあまりにも鮮

リスレポートをカード会社

やかで、シャルル・ド・ゴール空港から市

に提出すれば済む。案の定、

内に入る地下鉄で、財布やコンピューター

3日後に私のバッグは発見

を抜かれる被害が多い。今回は、バルセ

され、パスポートやクレジ

ロナで被害にあった。手口はこうだ。ホテ

ットカードの一部は無事に

ルロビーのそばに駐車したレンタカーに乗

返ってきた。 痛感したのは、

り込んだ時、窓をノックされた。きちんと

アメリカン・エキスプレスの

した身なりの男性が、身振り手振りで後輪

素晴らしさだ。ビザやマス

を指して何か言っている。一旦車から降り

ターカードなどとは比べ物

24

U.S. FrontLine December 2017

気分を切り替えてゴージャスディナー

第 63 回

ちゃんと言わなくては。私から言うわね」

カウンセラーとの会話
高校には生徒の大学進学の相談に乗り、

と約束してくれたとニナは喜んでいた。
さすがにカウンセラーは生徒の相談の
絵の詳細は本人のプライバシーの問題

プロらしく、次々に本音を引き出すものだ

アドバイスしてくれるカウンセラーという

もあるのでカット。ちなみに絵のお題は

と感心。将来の進路を聞かれて
「やっぱり

職員がいる。ニナの高校には数人のカウ

「学校が抱える問題」だったという。ニナ

絵が描きたい」と答えたところ
「でも絵だ

ンセラーが在籍しており、A から Gまでは

はかなり刺激的かつ劇的な表現手法を用

けだと仕事に就くのは難しい。サイエンス

ミスター・Xというように、苗字のアルフ

いたらしく、歴史の教師はニナの精神状

が好きなら教科書の挿絵を描くイラストレ

ァベットで担当する生徒が分かれている。

態を疑ったのかもしれない。

ーターはどうかな？ そのためには絵だけ

カウンセラーは大学に関するアドバイ

私は質問を続けた。
「それでカウンセラ

じゃなくてサイエンスもしっかり分かって

スはもちろん、その進路に沿った教科の

ーは何て言ったの？」
「ミス・G はね、
『私

ないとダメなのよ」とアドバイスしてくれた

選択など学習全般について指導してくれる。

はおそらく、この絵を通じてあなたが描き

とか。また、両親が日本から来ていること、

以前、取材した教育評論家が
「学校のカウ

たかったことを理解していると思う。先に

兄は日本にいることを話すと、そのアジア

ンセラーを利用しない手はない。どんど

あなたの考えを聞かせて』と言ったから説

系の女性カウンセラーは
「私は日本の大学

ん訪問して自分の味方に付けるべき」と言

明したの。そうしたら
『やっぱりね、私の

に留学していたのよ」と言ったそうだ。

っていた。それが忘れられなくて、ニナに

思った通りだった。それならまったく問題

ニナはシャイな性格だ。なかなか新し

はフレッシュマン時代にも何度か
「カウン

はないから、ヒストリーの先生に私から

いドアを叩くことができない。でも、今回、

セラーのところに相談に行ってみたら？」

話しておくわ』と言ってくれた。とっても優

彼女が問題視されるような絵を描いたこ

と言ってみた。しかし、本人の答えは
「ま

しかった」とニナ。

とで、カウンセラーと知り合うきっかけが

だ必要ない」という素っ気ないものだった。

相談のプロ

できて逆に良かったと思う。本人に
「じゃ、

そしてソフォモアになったニナ。いまだに
どこの大学がいいか、何を学ぶのか、将

続いて、ミス・G は落ち込んでいる科目

来何になりたいのかがはっきりしない。そ

について指摘。ニナは
「テストで大失敗を

こでまた私は言ってみた。
「カウンセラー

したの。それを埋め合

に相談してみたら？」
。しかし、今度の答

わせるために今頑張っ

えも
「そのうちね」だった。その気にする

ているところ」と答えた。

のは難しい。

すると
「テスト用紙は戻

ところが10月のある夕方、ニナがこう

してもらえるから、何

言った。
「今日ね、カウンセラーに呼ばれて、

を間違ったか分かって

お話をしたよ」
「え？

それ

いるでしょう？」と言っ

って穏やかじゃないね。何したの？」
「ニ

た。
「いいえ、ミスター・

ナが宿題で描いた絵がヒストリーの先生

L はテスト用紙を返し

に理解してもらえなくて、カウンセラーに

てくれない。だから間

報告がいったの。それでカウンセラーが詳

違った箇所が分からな

しい話を聞くために私を呼んだの」
「あなた、

い」と言うと
「それはミ

一体何の絵を描いたの？」
。

スター・L にメールして
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これから何でもミス・G に聞きに行けばい
いんじゃない？」と言うと、
「そうだね」と
答えた。私もホッとした。

Health

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。

I NFO

Q&A

出蔵みどり
カリフォルニア州 Marriage
＆ Family Therapist
MFC#46171
714-351-1151
www.japanesecounselorla.com

怒りの感情について
質問：感情のコントロールについてご相

なくなる時に、その兆候が分かれば、対

感情をマネージする、という表現を好ん

談します。私は自分のプライドを傷つけ

処することも可能です。胸の動悸が激しく

で使います。コントロールはどうしても抑

られると、怒りの感情を抑えることがで

なる、頭に血が上るという体の変化が分

えつけるというイメージが強いのですが、

きず、暴言を吐いてしまいます。それに

かれば、その場で話すのをやめてもいい

マネージは健康的に管理することですね。

よって、数々の人間関係を壊してきました。 のです。また、人は姿勢を変えたり、体

最後に、ご相談者の周囲にいる方々へ

後悔先に立たずで、感情さえ抑えること

を動かしたりすることで、気分を少しだけ

のアドバイスをお話しします。一番辛いの

ができれば、どれだけいいだろうといつ

変えることができます。しかし、自分で

は感情を爆発させるご本人ですが、感情

も反省してしまいます。今後、このような

身体的なサインに気づくのは容易ではあ

の抑制が効かなくなる上司や同僚と一緒

ことを繰り返さないためにできることは

りません。

に働いたり、また、そのような人を家族

ありますか？

また、私のような人がカ

ウンセリングを受けることによって改善は
見られますか？

に持ったりする人も非常に辛いと思います。

気持ちを安定させる
システム作り

相手が暴言を吐き始めた時に、その場
を離れることができなければ、しばらく
言わせておくしかありません。理想的な

回答：日本で育った人の多くは、感情を

私がこのような方をカウンセリングす

ケースは、言いながら本人が次第に冷静

抑えるような教えを受けています。感情

る場合は、共感を大切にします。できる

さを取り戻してくれることです。それが終

を内面に押し込める、欲求を我慢するよ

だけ、そのクライアントさんに寄り添い、

わりそうにない時は、話をさえぎって
「あ

うにしつけられています。しかし、余裕が

お話をじっくりと伺い、裁いたり、肯定

とで改めて話しませんか？」と提案してみ

なくなってくると、感情を理性でコントロ

したりはしません。共感が重要です。頻

ましょう。

ールすることが難しくなります。理性をブ

繁に理性を抑えられなくなる人は、気持

このような方を説得してカウンセリング

レーキにたとえると分かりやすいかもし

ちを安定させるシステムがうまく整ってい

に引っ張ってくるのは、非常に難しいです。

れません。感情を抑えられなくなって暴

ない可能性があります。時々見受けられ

カウンセリングというのはあくまで一つの

言を吐く人は、いわばブレーキが壊れて

るのが、子どもの頃に、親や先生から抑

選択肢です。本人が強制されていると感

しまった自動車のようなものです。

え付けられたり、攻撃されたりしたことで、 じたら抵抗します。周囲の方が
「あなたが

もし、自分で感情がコントロールでき

大人になっても気持ちを安定させるシス

とても辛いようなので心配している。カウ

テムがうまく機能

ンセリングは助けになるかもしれない」と

していない方です。 優しく勧めてみてください。
感 情を 安 定させ

感情は、肯定的、否定的にかかわらず、

るため の心 の 土

人と人を結びつけるために不可欠です。

台が安定していな

ネガティブな感情が沸いてきた時、健康

いので、その上に

的に解消できなければ、その人は心地よ

成り立 つ 理 性 や

く過ごせません。人間関係を円滑に進め

判断をうまく使え

ることは誰にとってもチャレンジングです。

ないのです。また、 少しでも自分自身が楽に、まわりも幸せ
私は感情をコント

にできるよう、まずは気持ちを安定させ

ロールする、とい

るシステム作りから始めてみてはいかがで

う言い方ではなく、 しょうか。
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知っトク法律

ミチコ・ノーウィッキ弁護士

労働許可書申請と同時に
ソーシャルセキュリティ番号を取得
米国帰化移民局
（USCIS）とソーシャル

ームを使用すると移民局より新しいフォー

セキュリティ管理局の間の新しい状況共有

ムにて再申請するよう要請が入る場合があ

パートナーシップに基づいて、特定のカテ

ります。

ゴリーに当てはまる外国人は、1通の申請

労働を許可するビザ
（Eビザ、Lビザ等）

務局を訪れて確認しましょう。
改訂されたフォーム I-765に、ソーシャ
ルセキュリティ番号を発行してもらいたい
か、という質問がありますので、それに
「は

書にて労働許可書とソーシャルセキュリテ

を保有していない外国人がアメリカで合法

い
（Yes）
」と答え、申請者の両親のフルネ

ィ番号を同時に申請することができるよう

的に働くには、USCIS の労働許可書
（EAD）

ームを記入する必要があります。もちろん

になりました。改訂されたフォーム I-765

とソーシャルセキュリティ番号の両方が必

「いいえ
（No）
」と答えた場合、EAD が許可

（労働許可申請）は次のウェブサイトから入

要となります。以前は、EAD の申請にフォ

された後、管轄の社会保障事務局にてソ

ーム I-765をUSCISへ提出し、それとは別

ーシャルセキュリティ番号の申請を行う必

に、ソーシャルセキュリティ番号を取得す

要があります。

手可能です。
h t t p s: // w w w.u s c i s .g o v /s i t e s /
default/files/files/form/i-765.pdf

ただし、申請フォームに記入する際には、

るために管轄の社会保障事務局にて追加
の書類を提出する必要がありました。
しかし、EAD の申請フォーム I-765に追

EAD は特定の期間、アメリカでの労働
が許可されていることを証明するための
文書です。ソーシャルセキュリティ番号は、

そのフォームの有効期限を必ず確認しまし

加の質問が含まれるようになり、EAD 申請

労働者の給与を政府へ報告するために必

ょう。フォームの右上にいつ有効期限が切

者が社会保障事務局を訪れることなく、ソ

要です。

れるのか
（Expires）が記載されています。

ーシャルセキュリティ番号を取得できるよ

これはフォームが改訂されることが頻繁に

うになります。USCIS はフォーム I-765で収

あるためです。有効期限が切れているフォ

集された追加データを社会保障事務局へ
送信し、ソーシャルセキュリティ番号申請
の処理が行われます。USCISよりEAD の許
可を受けた者は、その後約 2 週間以内で
ソーシャルセキュリティカードを受け取るこ
とができます。もしEAD を受け取ってから
2 週間たってもソーシャルセキュリティ番号
が郵送されて来なかった場合は、EAD を持
ってあなたの住まいの管轄の社会保障事
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※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。

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

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。

早いものでもう今年も最後の月に入りました！ 毎回悩ん
でしまう、クリスマスメニューですが、簡単に、しかも大人数
のパーティなどにも対応できそうな手羽元のローストチキンレ
シピをメインにしてみました。大きなチキンは美味しいけれど、
お値段が高めで取り分けづらいのが難点。手羽元なら安上が
りなうえ、取り分けの必要がないので楽ちん♪ よりクリスマ
スっぽく演出するなら、チャップ花と呼ばれる持ち手を作る
と、ご馳走！って雰囲気になります。
副菜もパーティで活躍しそうなリースサラダを。丸い大皿
の真ん中に、ココット皿を置いて、周りにグリーンの野菜を盛
り付けるだけでリース風に！ 今回はベビーリーフですが、茹
でたブロッコリーとミニトマトを並べて、真ん中にマヨネーズ
を入れるだけでもOK！ 簡単なクリスマスレシピ。ぜひ作っ
てみてください。

今日
の

主食

手羽元de簡単ローストチキン

【材料】（4人分）
手羽元.....................................12本
しょうゆ..............................2.5oz
みりん.............................. 大さじ3
酒....................................... 大さじ3
砂糖（またはメープルシロップ）
.
........................................... 大さじ3

ニンニク（すりおろし）
. ..................
........................................... 大さじ1
ショウガ（すりおろし）.................
........................................... 小さじ1
ブロッコリー........................適量

【作り方】
❶ポリ袋にすべての調味料と手羽元を入
れ、できるだけ空気を抜いた状態で冷蔵
庫で1晩漬け込む。
❷オーブン内の黒角皿にアルミホイルを

今日
の

副菜

クリスマスリースサラダ

【材料】（４人分）
ベビーリーフ.......................1袋
ミニトマト............................4個
ハム.................................. 1~2枚
生ハム.....................................4枚
パプリカ（黄）..................少々
＜ドレッシング＞
炒りゴマ（白）.......大さじ3
マヨネーズ..............大さじ3
ポン酢しょうゆ.....大さじ2
ゴマ油.................. 大さじ1.5
砂糖............................小さじ1
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敷き、
428℉ に予熱して30分手羽元を焼く。
途中、2～3回ハケで手羽元を漬けたたれ
を塗る。ブロッコリーを添えて、皿に盛
る。

【作り方】
❶ドレッシングの材料
をすべてミキサーにか
けてゴ マドレッシング
を作る。
❷ドレッシングをココッ
ト皿に入れ、丸い皿の
中央に置く。ベビーリー
フをココット皿の周りに
盛り付ける。
❸ミニトマトは、ヘタの
反対側の中心に放射状
の切り込みを表面の皮
にだけ入れる。切り込
みに合わせて、包丁で

薄く皮をむく。皮をめく
ると、花のような形に
なる。
❹パプリカは星型でく
り抜き、生ハムは巻い
てバラの形にする。
❺ハムの両端を切って、
リボンの左右に垂らす
部分にする。リボンの
結び目となる中央部分
はもう一枚ハムを使っ
て、 端を 切り取り、 巻
きつけてパスタなどで
止める。

No. 192
178

責任範囲外のことをやろうとしないアメリカ人への対策
アメリカで働いている日本人駐在員や、日本でアメリカ人部下を

■ Because we are a lean organization, we all need to be able

持っている日本人は、一緒に働いているアメリカ人に対して様々な

to pitch in when necessary. Please give me an example of

不満を持っているようです。例えば、
「個人主義」や
「自分の責任範

when you have done that in one of your previous jobs.

囲以外のことはやりたがらない」など。

当社はスリム化された
（＝不必要な人員がいない）組織なので、皆

もちろん、日米の文化や仕事に対する姿勢の違いをなくすことは
不可能です。アメリカ人に対して、日本人のように振る舞うことを期

が必要に応じて協力し合うことが 求められます。今までの仕事の
中で、そういったことをした例を教えてください。

待するのも適切ではありません。しかし、実は、このような違いか
ら起こる問題は採用の段階で避けられることが多いのです。その

■ We value employees who are team players. Can you share

方法とは、採用面接で fitを見極めることです。

with me an example of when you were a good team player?

Fitとは、どういう意味でしょうか。ここで言うfit は、会社の企

この会社では、チームプレーヤー
（仲間の和を保ちチームで仕事が

業文化にどれほど合っているか、ということです。自分の会社の文

できる人）を評価しています。あなたが良いチームプレーヤーであ

化や雰囲気に最も合った人を選ぶのが重要なのです。

った例を教えてください。

その第一歩は、自分の会社の企業文化を理解することです。雰
囲気や文化とは、普段あまり意識しないものなので意識的に考えて、
具体的に把握する必要があります。そして、採用面接の場で、自分
の企業文化を述べ、相手がそれに合うかどうかを判断する質問を
します。
例えば、多くの日本企業では、自分のテリトリー外の仕事も引き
受けようとする姿勢が評価されます。候補者がそれに対応できるか
どうかを知るために、こういった質問をすることができます。
■ In this company, all of us need to wear many hats. Have you
worked anywhere where you have had to do that?
この会社では、皆が同時に複数の帽子をかぶる
（複数の役割を果
たす）必要があります。
そのような職場で働いたことがありますか？
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Fitを見極めるための効果的な質問をすることで、自分の企業文
化に合った外国人社員を採用できると思います。
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