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現在のモーホンク・マウンテン・ハウスはヨーロッ

パの湖畔に佇む古城のような趣だが、アルバート・

スマイリーが周辺の280エーカーの土地と共に購入

する前に建っていたのは、ほんの10室から成る宿屋

だった。1869年、スマイリーは預金1万4000ドル、

妻からの支援金300ドル、さらに銀行からの融資1

万4000ドルで周辺の土地を購入。モーホンク・マウ

ンテン・ハウスとして1870 年にホテルを創業し、年

月をかけて増築を重ねてきた。1893 年に完成したダ

イニングルーム、1899年完成のラウンジも、1世紀以

上の歴史と重厚さを感じさせる。

現在も6 代目に当たるスマイリー家の当主が所有し、

経営する同ホテル。過去の宿泊者リストには、高名

なナチュラリストのジョン・バローズ、ロックフェラー

家の人々、アンドリュー・カーネギー、そしてラザフ

ォード・ヘイズ、ウィリアム・タフト、セオドア・ルー

ズベルト、ビル・クリントンといったアメリカ合衆国

大統領らVIPが名を連ねる。

創業者のスマイリーはクエーカー教徒だった。彼

は戦争を回避するためにできることはないかと、モ

ーホンク・マウンテン・ハウスを会場に、国際的な指

導者たちを招聘して平和会議を開催した。スマイリ

ーが主催した会議は、1899年と1907年にオランダ

で開かれたハーグ平和会議へと発展したことでも知

られる。 

湖畔に佇む
重厚な古城風ホテル
Mohonk Mountain House
New Paltz, NY
www.mohonk.com

1

120 年以上の歴史を感じさせるダイニングルーム

冬でも利用できる屋内の温水プール 山々を見渡せるスイートルーム
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1818 年築、200 年の歴史を誇る、アメ

リカ合衆国首都のアイコン的な存在でもあ

るウィラード・インターコンチネンタル・ワ

シントンDC。ホワイトハウスから2ブロッ

クの場所に位置し、リンカーン記念塔を窓

から望める部屋もある。まさに「アメリカの

政治の中心地にいる」ことを実感できるホ

テルだ。

1851年にはフランクリン・ピアース大統

領が宿泊したのを皮切りに、海外からも国

賓級のゲストが滞在。日本からも、江戸時

代末期の1860 年、万延元年遣米使節が

ワシントンDCでの宿泊先に同ホテルを選

んだ。使節団一行の74人は、ここを拠点

として首都に25日間滞在し、ジェームズ・

ブキャナン大統領に謁見した。

翌1861年には大統領就任を控えたエイ

ブラハム・リンカーンが、10日にわたり宿

泊した。それから100 年以上の時を経た

1963年、マーチン・ルーサー・キング・ジ

ュニア牧師が「私には夢がある」で始まるス

ピーチの最終打ち合わせを、このホテルの

ロビーでアドバイザーと行った。1968 年に

は大統領選の準備のため、リチャード・ニ

クソンが4階分のフロアを借り切ってオフ

ィスとして使用。さらに大規模な改装後の

1998 年、スティーブン・スピルバーグ演出、

トム・クルーズ主演の映画『マイノリティ・

リポート』の撮影にも使用された。これら

の歴史は館内のヒストリーギャラリーで閲

覧することができる。

シカゴの実業家として一目置かれる存

在だったポッター・パーマーは、知り合い

の紹介で、野心に溢れた23歳年下の女性、

バーサ・ヒルトン・オノーレに出会った。瞬

く間に恋に落ちた二人は婚約、さらにパー

マーは世界最高額ともいえるほどのプレゼ

ントを花嫁に贈った。それは彼が創業した

ホテル、ザ・パーマー・ハウスだった。し

かし、1871年のグランドオープンからわず

か13日後、ザ・パーマー・ハウスはシカゴ

大火災が原因で焼失してしまう。パーマー

はすぐに再建に着手、1873 年11月に無事、

再度のオープンを果たした。 

20世紀に入ると、パーマー・ハウスはシ

カゴの超一流ホテルとして国内外に名を馳

せるようになり、歴代のアメリカ大統領を

はじめ、作家のチャールズ・ディケンズや

オスカー・ワイルドら多くのVIPの定宿と

なった。1933 年にはゴールデンエンパイ

ヤ・ダイニングルームがライブ施設に改装

され、フランク・シナトラ、ジュディ・ガー

ランド、エラ・フィッツジェラルドもここで

コンサートを開催した。 

ホテル内にはヨーロッパの絵画も多数展

示されている。これは創業者夫人のバーサ

がクロード・モネなどの印象派絵画におけ

るフランス国外最大のコレクターだったこと

に起因している。また、ブラウニーを最初

に作ったのが、このホテルのシェフだった。

1892年、バーサのリクエストで、今ではア

メリカの代表格となったデザートが誕生し

たといわれている。

妻への贈り物としてオープン
商業都市シカゴの社交場

The Willard InterContinental Washington DC

Washington DC          washington.intercontinental.com

The Palmer House Hilton Hotel

Chicago, IL          www.palmerhousehiltonhotel.com

江戸の使節団も宿泊
合衆国首都のアイコン

窓からリンカーン記念塔が望める部屋も

この広大なロビーにオスカー・ワイルドがいたことがあ
るかもしれない
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テネシー州の代表的ホテルといえば、

ここザ・ピーボディ。その歴史は1869

年にさかのぼる。現ロケーションとは少

し離れた場所にオリジナルのピーボデ

ィ・ホテルがオープンするとすぐに、メ

ンフィスの社交場として賑わうようにな

った。1925 年に現在の場所に移転した

後は、その壮麗なヨーロピアンスタイル

の建築様式から「南部のグランドホテル」

として脚光を浴びた。

今でもホテルのマスコットとなってい

るアヒルが、最初に登場したのは1933

年のこと。当時の総支配人、フランク・

シャットが休暇中にアーカンソーで狩猟

した際、獲物をおびき寄せる目的で使わ

れていたアヒルをヒントに、ホテルでの

放し飼いを思い立った。ほどなくして３

羽のアヒルが同ロビーの噴水周辺にお目

見えしたが、それだけでは十分なアトラ

クションにはならなかった。

そこで、1940 年、サーカスの動物使

いだったベルマンのエドワード・ペンブ

ロークがアヒルたちを調教し、ロビーを

行進させることに成功。それが大ヒット

となり、アヒルの行進を目当てに多くの

客が押し寄せるようになった。1981 年

には全館の改装が行われたが、歴史を感

じさせる「グランドホテル」としての格

式ある趣とロビーのアヒルの行進は健在

だ。

行進は毎日、午前 11 時から午後５時

の間に見ることができる。

The Peabody Memphis
Memphis, TN          www.peabodymemphis.com

ロビーを行くアヒルが人気
南部が誇るエレガンス

毎日披露される名
物アヒルの行進

ロビー噴水の周
辺を歩くアヒル

芸術的なロビーの天井

落ち着いた雰囲気のエグゼクティブキングルーム

4
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インドネシア出身のホテル実業家、エイドリ

アン・ゼッカが創業し、現在、世界20カ国に

31の施設を展開しているアマンリゾーツ。抑え

た客数で徹底的なプライバシーとハイクラスの

ホスピタリティを提供する同リゾーツがアメリカ

で手がけるホテルは2カ所。1カ所はイエロース

トーン国立公園とジャクソンホールに近いアマ

ンガニ、そしてもう1カ所がユタ州のキャニオン

ポイントにあるアマンギリだ。

アマンギリは背景の渓谷に抱かれるように、ユタ州と

アリゾナ州との州境近くに佇んでいる。建物はゲートか

ら見えない。インターホンを押してゲート内に迎えられ

た後、しばらく車で進んだ先にやっと本館が姿を現わす。

周辺に溶け込むようなベージュを基調にした建物は、3人

の建築家のコラボレーションによって完成した。中でも

このホテルの一番の見どころは、巨大な岩がせり出して

いるプールだ。もともと、レイク・パウエルの近辺にこの

ホテルを建設する予定だったが、この岩の周辺にプール

を造りたいからと計画が大幅に変更になったそうだ。

周辺には大自然以外、何もない。ここでできるのは、

広大な敷地内でワイルドなトレッキングやロッククライミ

ングに興じるか、ユニークなコレクションで知られるワイ

ンセラーのワインをいただき、グラスを片手に屋外のラ

ウンジスペースで星空を見上げるか、岩の付け根に広が

るプールでリラックスするか。また、同館付属のスパは

その品質の高さで知られ、数多の受賞歴を誇る。

ユタの渓谷に抱かれた
アマンリゾーツの隠れ家

Amangiri
Canyon Point, UT

www.aman.com/resorts/amangiri

アマンギリ周辺に広がる砂漠

デザートラウンジからの夕景

スイートルームからバルコニーの外を望む エキゾチックな趣のエントランス

5
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モニュメントバレーのビュート（岩山）を

間近で眺めることができる「ザ・ビューホテ

ル」はその名の通り「絶景」を約束してくれ

るホテルだ。2008 年にオープンした同ホ

テルは、モニュメントバレー・ナバホ・トラ

イバル公園内にある唯一の宿泊施設。こ

こがオープンするまでは、ジョン・フォー

ド監督の西部劇映画で知られるグールディ

ングス・ロッジがモニュメントバレーにもっ

とも近いホテルだった。しかし、そのロッ

ジは公園外にある。

ザ・ビューホテルのオーナーのアーマン

ダ・オルテガが公園内、つまりナバホの居

留地内にホテルを開設できた理由は彼女

がナバホ族の出身だから。両親ともにネイ

ティブアメリカンである彼女は、幼い頃か

ら大自然との共存をポリシーに掲げるナバ

ホの伝統と文化に触れてきた。ナバホ族が

崇める大自然の遺産、モニュメントバレー

を世界から集まる多くの人々に楽しんでもら

うこと、そしてネイティブアメリカンにとっ

ての雇用の機会を生み出すことを目的にホ

テル開設を思い立ち、実行に移した。

このホテルからは三つの絶景が望める。

一つはいうまでもなくモニュメントバレー。

二つ目はビュートの後方から姿を見せる朝

日。そして三つ目は、満天の星だ。さらに、

赤い大地の色に溶け込むような外観も印

象的。館内にはラグやタペストリーなどナ

バホの民芸品がアクセントとして飾られて

いる。

コロナド島の海を望むロケーションに建

つホテル・デル・コロナド。赤い円錐形の

屋根と白壁で知られる建物は1977年に国

定歴史建造物にも指定された。同ホテル

は親しみをこめて「ザ・デル」の愛称で呼ば

れている。

創業者のエリーシャ・バブコック・ジュニ

アとハンプトン・L・ストーリーがイメージ

したのは「西海岸の人々の話題に上るような

海辺のリゾート」だった。彼らは理想的な

場所を求めて各地を視察した結果、サンデ

ィエゴのコロナド島に白刃の矢が立ち、島

を丸ごと買い取り、開発した。

ホテルが完成したのは1888 年。まだ米

国で電気が広く普及されていなかった時代

に、同ホテルは「電気が引かれた最大の建

物」だった。さらに蒸気を動力源とするエ

レベーターや電話などテクノロジーの粋を

集めたホテルとしても話題を集めた。また、

ホリデーシーズンの風物詩であるライトアッ

プされたクリスマスツリーを、屋外に設置

したのはこのホテルが世界初。1904 年の

ことだった。

ミステリー事件も起こった。1892年、デ

トロイトの女性、ケイト・モーガンがチェッ

クインした5日後、本館からビーチへ続く階

段で死体となって発見されたのだ。警察は

自殺と断定したが、今もケイトの幽霊が館

内で目撃されるとか。ホテルによると「何の

害も与えないフレンドリーな幽霊」だという

ことだ。これらの歴史は館内のヒストリー・

ホールウェイに写真と共に展示されている。

国定歴史建造物に指定
憧れの西海岸リゾートの象徴

The View Hotel

Monument Valley, AZ          monumentvalleyview.com

Hotel Del Coronado

Coronado, CA          hoteldel.com

正面にモニュメントバレー
ナバホの伝統感じる絶景ホテル

バルコニーから目前のビュート群を望む

木材の質感がインテリアに生かされたダイニングルーム
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ひびの　ひろし
静岡大学工学部卒。年商2億円増の
SEO、月商10万ドル超のECサイト、
シェア1位を獲得するブランディング、
ファン数10万人超のSMM、売価1%
以下CPAのPPC広告など成果の伴う
サービスをモットーに企業マーケティングに貢献。日米
の企業向けの基幹システムも多数開発。
問い合わせ：usfl@artisancrew.com

日比野  泰
ACE Inc. 代

【第169回】
2号限定復活

明けましておめでとうございます。昨年

は、「フェイクニュース」という言葉をよく耳

にされた方も多いかと思います。同じ表現

でも、人により示す対象がまったく異なる

のが今のアメリカの実情であり、致命的な

危険性を顕しているともいえます。

フェイクニュースの実体

昨年、「フェイクニュース」発信の筆頭で

あった、ポール・ホーナー氏が38歳で死亡

し(死因は処方薬の過剰摂取？)、話題にな

りました。彼は主要メディアと関係してい

そうな紛らわしい名前の捏造サイトを複数

運営、偽情報を多数拡散した人物で、後に

自ら暴露した、2016年の大統領選挙中に

広めた有名なネタの1つは、こんな感じです。

『トランプ氏の集会に抗議活動として参

加した男性は、実はクレイグズリストの

募集広告を見て応募して雇われた人物で、

3500ドルを受け取っていた』

本人曰く、実際に偽広告まで出し、自ら

サクラを演じていたそうですが、この偽情

報をトランプ選対本部長はじめ、主要幹

部がツイッターで事実であるかのように拡

散し、ソーシャルメディアでの共有数は約

43万件にのぼったとか。ちなみにトラン

プ氏のフォロワーは、ファクトチェックし

ない鵜呑み層だとホーナー氏がインタビュ

ーで語っていました。

フェイクニュースをソーシャルメディア

で拡散すると、リンク元の捏造サイトで

大量のトラフィックが得られます。そこへ

Googleの広告ネットワークから配信され

る広告を表示させると、クリックされる毎

に広告収入を得られるわけですが、そう

いうお金稼ぎをする人は多数います。

旧ユーゴスラビアの若者たちが、紛ら

わしい名前で140ものアメリカの政治サ

イトを運営していた、という記事もあり

ま し た。 例 え ばWorld Politicus.com、

TrumpVision365.com、USADailyPolitics.

comといった具合です。彼ら曰く、左寄り

のサイトやバーニー・サンダース支持者向

けのコンテンツも試したところ、トランプ

支持者ほどのトラフィックにはならなかっ

たそうです。

またロシアがアメリカ大統領予備選の頃

から、Facebook 広告に10万ドル以上投

じて、分断を煽るようなフェイクニュース

を流していたことも発覚しています。一般

にフェイクニュースから連想されるのはこ

の辺りかもしれませんが、私は真っ先に別

の2つを連想します。

典型的プロパガンダ機関

1つはアメリカで一番視 聴されてい

るFox Newsで、 提 携 関 係 のBreitbart 

Newsなども同様ですが、事実確認もない

に等しいネタを、ニュースとして厚顔に取

り上げています。元CEOや会長が歴代共

和党大統領の政治コンサルタントや、元

トランプ政権首席戦略官・大統領上級顧

問である上、他のメディア幹部・関係者も

共和党政権の政策・運営幹部などで構成

される、典型的なプロパガンダ機関です。

すべてが偽情報ではないにせよ、そういう

背後関係を理解せず、これらを真っ当な

ニュースソースのつもりで視聴していると

したら、極めて危険です。

先日、ロシアゲート捜査の中で、トラ

ンプ陣営の元選対本部長など幹部2人が

起訴され、元外交顧問がロシアとの接触

事実で偽証していたことも判明しましたが、

翌日のFoxは、“ヒラリーの方が10倍以上

悪い事をしていた”という見出しの記事を

書いていました。

ヒラリー氏について何か犯罪の証拠で

もあれば、とっくに起訴できていたわけで

すが、起訴すらもされていない相手を証

拠もなく、10倍悪いと非難する内容には

ニュース性はありません。一方、元トラン

プ陣営の起訴された人物が認めた偽証の

内容は、深刻な問題に発展しかねないも

ので、“その元外交顧問はそんなに悪くな

い”と、わざわざ擁護する必要すらも本来

ないわけで、分かりやすいプロパガンダの

一例でした。

またトランプ陣営は、ロシアゲートを魔

女狩りだと騒いでいますが、トランプ・ジ

ュニア氏も同席して、ロシアとの共謀を企

てたことまでを認めており、「やろうとした

けど、“結局できなかった”」という弁明を

信じるか否かが今の争点であり、もはや

魔女狩りでも何でもないわけです。

一方でヒラリー氏の私用メール問題な

どは、例えグレーであっても起訴すらもさ

れていない以上、法的にはクリーンなのに、

FoxやBreitbart Newsをはじめ数百の捏

造サイトからフェイクニュースが拡散され、

刑が確定した極悪人のような扱いをされ

続けています。10年以上かけて、後半は

議会も共和党が掌握した中で、“疑わしい”

という印象操作以上のものが一切出せな

かった事実を顧みると、魔女狩りという表

現はヒラリー氏に対しての方が当てはまる

かもしれません。

続きます。次回は本題、2つ目のフェイ

クニュースの本丸に迫ります。

「フェイクニュース」について1
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アメリカの世界遺産を紹介していく新連

載の第1回は、2015年に認められた米国

内で一番新しい登録遺産「サン・アントニ

オ伝道施設群」。テキサス州南部に位置す

る都市・サンアントニオは、18世紀のはじ

めに入植したスペイン人宣教師によって開

拓のために伝道所が多数建設され、形成

された町だ。今回登録された伝道施設群

には、スペイン人が持ち込んだカトリック

文化と自然崇拝に基づく先住民（コアウィ

ルテカ族）の文化の融合が見られる。先

住文化でもスペイン文化でもない、新た

に創り上げられた独自の文化の発展に貢

献した遺産として、高く評価を受けたのだ。

構成資産は、サンアントニオ川に沿っ

て約7.7マイルの範囲に点在する五つの伝

道所と、そこから南東に30マイルほど下

った所にある関連施設。これらは個々で

ありながら連携が取られており、伝道目

的以外にコミュニティの形成や外部から

の防衛活動の役割も兼ねた複合施設とさ

れ、農場や牧場、住居、教会、穀物貯蔵

庫、外壁、水利施設なども資産に含まれ

ている。伝道所にはカトリックのシンボル

と先住民のデザインが融合した装飾など

もあり、ここでしか見られない独特なデザ

インはとても興味深い。

まずは、ダウンタウンに位置するバレロ

伝道所へ。「アラモ伝道所」とも呼ばれる

この施設は布教のために設立されながら、

1836年にはメキシコ領からの独立を掲げ

てテキサス軍とメキシコ軍がまさにこの地

で衝突し、「アラモ砦」の名でも知られてい

る。石造りの白い建物は町のランドマーク

にもなっており、内部ではこの町の歴史を

物語る資料や展示物を見ることができる。

少し南へ下ると、サン・アントニオ・ミ

ッションズ国立歴史公園にたどり着く。こ

こには世界遺産の構成資産である四つの

伝道所が含まれる。公園の北側に位置す

るコンセプシオン伝道所は、とてもきれい

に保存されている施設。今となっては建物

の外観は色あせてしまっているけれど、全

盛期には色鮮やかな幾何学模様で覆われ

ていたそうで、内部では当時描かれたフレ

スコ画を今も見ることができる。ビジター

センターと隣接しているサン・ホセ伝道所

は、この辺りでは一番規模の大きな施設。

宿舎や穀物庫、作業場、教会などを併設

しており、石造りの建物に施された草木や

花、天使などをモチーフにした緻密な彫

刻が美しい。さらに南へ下り、真っ白な外

観のサン・フアン伝道所と、ほかの3カ所

よりも歴史の古いエスパーダ伝道所も訪

れていただきたい。時間に余裕があれば、

そこから30マイルほど南にある関連施設

ランチョ・デ・ラス・カブラスにも足を延ば

してみよう。

公園にある四つの伝道所では、250年

以上もの時を経て今も現役でミサが行わ

れているというから驚きだ。各伝道所で

はスタッフによる無料のガイドツアーも実

施されている。歴史や見どころを詳しく教

えてくれるので、参加してみてはいかが。

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 1
月現在、167 カ国で 1073 件（文化遺産 832 件、自然遺産 206 件、
複合遺産 35 件）が登録されている。

テキサスの歴史を語り継ぐ

サン・アントニオ伝道施設群
テキサス州

その壮大さと美しい装飾から“Queen of the Missions”とも呼ばれたサン・ホセ伝道所

二つの大きな塔が目印のコンセプシオン伝道所
エスパーダ伝道所の正面には、歴史を感じさせる
鐘が三つ並ぶ

写真：NPS Photo

Vol.1

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
	 サン・アントニオ伝道施設群
	 San	Antonio	Missions　
	 登録年	 2015 年
	 遺産種別	世界文化遺産
	 https://www.missionsofsanantonio.org
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エース投手で4番打者というのは少年野

球や高校野球ではよくあるパターンだが、

プロ野球やメジャーリーグでは不可能だと

思われていた。

そんな野球の常識を覆したのが大谷翔

平。日本人最速の165キロの速球を投げ

るだけでなく、打っても東京ドームの天井

に打球をぶち当てるほどのパワーを誇る。

漫画かゲームの世界の主人公のような大谷

は、2016 年に10勝＆22本塁打を記録す

るなど投打に大活躍。今オフにメジャー挑

戦を表明して、ロサンゼルス・エンゼルス

に入団した。

弱冠23歳の大谷は100億円以上の価値

がある選手だが、メジャーリーグの規定で

は25歳未満でドラフト対象外の外国人選

手はメジャー最低年俸（約6000万円）に

近い額しか手にできない。あと、2年待てば

100 億円以上の大型契約を手にできたの

に、お金よりも自らの夢を優先して、この

タイミングでのメジャー移籍を決断した。

日本で二刀流として実績を残した大谷は、

メジャーでも二刀流に強くこだわり、二刀

流として活躍できそうなチームを選択。日

本で新しい価値観を生み出したように、メ

ジャーでも新たなトレンドを作れるかが注

目される。

メジャーリーグでは先発投手を5人で回

すローテーションが普通だが、エンゼルス

のマイク・ソーシア監督は大谷が二刀流と

して活躍できるように、日本と同じ6人ロ

ーテーションの導入を検討している。また、

打者として出場するときは故障のリスクが

ある守備は避けて、打撃専門の指名打者と

して起用する意向だ。エンゼルスの指名打

者には将来の殿堂入りが確実視されている

アルバート・プーホルスがいるが、ソーシ

ア監督は年俸30 億円をもらう37歳のプー

ホルスに一塁を守らせてまでも大谷に指名

打者の座を与える心づもりだ。

メジャーではあのベーブ・ルースが1918

年に13勝、11本塁打を記録して以来、同

一シーズンに二桁勝利と二桁本塁打をマ

ークした二刀流選手は出現していない。幻

の記録だと思われたルースの記録から100

年後の今年、日本から海を渡ってやってき

た大谷はメジャーでも二刀流として成功で

きるのか？　日本のみならず、全米中のフ

ァンが大谷に熱い視線を注いでいく。

メジャーリーグでは日本人選手の活躍が

当たり前になってきたが、野球以外のアメ

リカ４大スポーツには残念ながら現役の日

本人選手はいない。 アメリカでもっとも人

気があるスポーツであるアメリカンフットボ

ール。NFLはレギュラーシーズンが終わり、

ここからの１カ月間はスーパーボウル出場

を争うプレーオフの熱い戦いが始まる。

NFLのフィールドに立つ日本人選手はい

なくても、日本人のNFLチアリーダーの数

は毎年増えており、今年は10人もの日本

人女性がサイドラインに立ち、華麗なパフ

ォーマンスでファンを魅了している。

彼女たちは文化と言葉の壁を乗り越えて、

NFLチアリーダーになるという夢を叶えた

才女たち。NFLチアリーダーはアメリカ人

女性の憧れの存在で、ダンスが上手いだけ、

ルックスが美しいだけではなれず、知的さ

も求められる。毎年春に行われるオーディ

ションは10～30 倍の競争率で、チームを

代表する存在に相応しい女性だけが選ば

れる。

日本人チアリーダーはオーディション

を勝ち抜いたとしても、ビザの問題もクリ

アしないとならない。メジャーリーガーと

同じOビザを取得するのは簡単ではなく、

100ページ以上の資料を準備してから審査

に臨む。

また、晴れてビザが支給され、チアリー

ダーとしてNFLのサイドラインに立てたと

しても、チームから支払われる給料は最低

賃金に近い。ビザの問題で、NFLチーム以

外で仕事をすることも禁じられており、日

本での貯金を切り崩しながら活動を続けて

いる者もいる。

そこまでしてまでも、彼女たちはNFLチ

アリーダーとしての活動にやり甲斐を感じ

ているという。そんな日本人チアリーダー

が試合を盛り上げていることに注目しなが

ら、NFLを観てみてはいかがだろうか？

A M E R I C A N  S P O R T S アメスポ

全米中から熱視線
大谷翔平、エンゼルス入団

日本人選手がいないNFLで
活躍する日本人チアリーダーたち

三尾圭●写真撮影と記事執筆の二刀流を誇るスポー
ツフォトジャーナリスト。アメリカ４大スポーツを中心
に、あらゆるスポーツを追いかけて全米を飛び回る。

エンゼルスの入
団会見で笑顔を
見せる大谷翔平

NFLでチアリーダーと
して活躍するジャガーズ
の小野さん（左）とタイ
タンズの曽我さん（右）
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遠くの空

第
56
回

ア
メリカに住む日本人である我々に

は、二つの祖国がある。人とし

ての矜持と繊細な情感を含ん

だ日本語を教えてくれた母国、日本。人

間は皆平等で、社会人としての責任を果

たし、社会のルールに従って生きる限りは、

誰でも幸せになるチャンスがある米国。異

なった文化と価値観を持つ両国。その良いと

こ取りをするのは、当初は混乱したが、今では

それゆえに2倍の豊かさを体験している。体が動

くうちは現実に太平洋を一飛びするのだから、異なっ

た社会を行き来する醍醐味を味わえる。

しかし、加齢とともに一つ、二つと身体の部品が

壊れ始め、とうとうポンコツに近づくと、どちらかの

国を選択しなければならなくなる。どちらにも良い所

があり、愛着がある。一つを取ると、もう一つを捨て

ざるを得ない。ここが辛いところだ。

選択は三者三様である。最初から、いつかは日本

に帰るとはっきり決めている人。動ける間は米国で、

いよいよ他人の手を借りなければ生活できなくなった

ら日本に帰るという人。この国に骨を埋めると

いう人。それぞれにそれなりの理由があり、選

択は個人の自由だ。

日本に帰る理由の第一は医療費の問題だ。

アメリカは日本とは比べものにならないくらい

に医療費が高い。大病をしたら、日本に帰りた

いのは当然だ。それに、人種のるつぼの米国

では、ドクターも日本人の体質に熟知した人ば

かりではない。どうも気が晴れない、鈍痛があ

る、しくしく痛む、というような病状をどう英語で説

明できるだろう。そんな時は、以心伝心の日本がいい。

もう一つは帰って行ける場所、特に、身を寄せる

家族あるいは友人知人がいるかどうかだ。ここで生

きようと米国を選んだ親だが、米国で教育を受けた

自分の子どもが成人後に日本に住むことを選んだ時、

親は日本の子のもとに素直に帰ってゆく。人は自分を

愛してくれる人のもとに帰ってゆく。

一方、現在80〜90 代の日本人女性で米国人と結

婚し、子どもがない人の例もある。夫に先立たれてい

る人が多い。夫の親族が残された日本人妻のお世話

をするのはまれだ。独りの老後になった時は、施設

で最後を迎える人が多い。寝たきりになると、数年

後にはボケが始まる。英語で何か聞かれると、

意味は分かっていても、もう返事をしなくな

るそうだ。それでもたまに日本人の友人が

訪ねて来ると、日本語で返事が返ってくる

という。考えを伝えようとする言語であ

る英語と、人との関係を円滑にするため

の言語である日本語との違いかもしれな

い。日本語は、なんともいえない感情をう

まく伝える術のある言語だ。言葉の裏に隠れ

た胸の内を伝えられる言語だ。

一人残った日本人女性が眠るベッドに付き添い、一

緒に静かな時間を過ごすのが好きだ。どんな日々を

生きてこられたのか、寝顔に問いかける。きっと私に

は想像もつかない、楽しみや苦しみがあったに違い

ない。思い出を分かち合った夫はもういないが、米国

で過ごした歳月のあれやこれやは、静かに眠る人の胸

の片隅で密かに息付いているに違いない。誰に知ら

れずとも良い。全力で生き、悩み、笑ったたくさんの

思い出があれば満足だ。こうして寝たきりになった今、

蓄えた貯金と家を売ったお金で、何でも買える。しか

し、お金ができた時は、もう何も欲しくない。

なんと皮肉なことだろう。若さも、物質もすべ

ては過ぎ去ってゆく。残るのは、たくさんの

思い出。毎日を懸命に生きた思い出が生きた

証だ。

私もたくさんの日本人の方と同様に、この国

で仕事を見つけ、子どもを産み、育てた。日

本人の私が、アメリカ人として生きる子どもを

どう教育したらいいのだろうと、試行錯誤した。

人種差別も歴然とあった。それに耐えながら汗と涙と

笑いの歳月を、ここで刻んできた。ここが私の生きた

証がある所。だからここで骨を埋めたい。たくさんの

思い出を胸に抱いて眠りたい。その思い出は、生き

ている今、今日、作らなければ。作り続けなければ。

2018年も、「ザ・ロング・アンド・ワインディングロ

ード（長い、曲がりくねった道）」（ビートルズの歌）が

目前に続いている。この道をひたすら歩みたい。きっ

と思いもよらない困難が待ち受けているだろう。それ

でもいい。真面目すぎると疲れてしまうから、ときど

き道草をして、ひと息入れたい。「山路来て 何やらゆ

かし すみれ草」（松尾芭蕉）。

新年の皆様のご多幸を祈念致します。

新
し
い
日
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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。





世界の主要ワイン市場を見ていると、 イ

タリアワインの躍進が目につく。女性層を

中心に欧米で大ブームになったモスカト（マ

スカット）と、シャンパン人気にあやかっ

て市場シェアを大きく伸ばしたプロセッコ。

ともにフルーティで酸味は控えめ。アルコ

ール度数も価格設定も低めで、一般消費

者受けする商品だ。

ピノ・グリージョやキャンティでおなじ

みのイタリアワインは世界中に流通して

いるが、 今後のイタリアワインの伸び率は、

世界最大のワイン消費国アメリカと、ワイ

ン貿易をリードするイギリスの2カ国が握

っていると思われる。米国は最大のイタリ

アワイン輸入国で、16年度に18億ドル相

当を輸入。英国は2位だが、16年度は米

国を抜いて最大のプロセッコ輸入国になっ

た。もっとも輸入事情は為替レートに左右

される。今の強い米ドルなら輸入品（イタ

リアワイン）に対する購買力があるが、ブ

レグジット（イギリスのEU離脱）の影響で

割安になった英ポンドでは EUからの買い

物がままならない。そんな裏事情もあり、

今までシャンパンの最大輸入国だった英国

が、割安のプロセッコに注力したのだろう。

この2カ国の消費者動向と仕掛け人（ワ

イントレード）を分析していくと、次のヒッ

ト商品が見えてくるのではないか。両国に

共通するのは、ミレニアル世代（1980年

〜2000年初頭生まれ）の台頭とワイン

の供給ルートの二極化だ。 倹約志向のあ

るミレニアル世代はクラフトビールやカク

テル好みで、ワインの消費はイマイチ。彼

らを取り込むことが、ワイン業界の課題だ。

ミレニアルはちょっと変わった、クラフト

的な「おもしろい」銘柄に興味を示す傾向

があるという。イタリアにはうってつけに

何百という地場ブドウがあり、仕掛け人は

こちらに注目しているようだ。米国ではソ

ムリエを中心に「シチリアワイン」や、「チロ

ルの白ワイン」をプロモートし、玄人受け

しているが、英国でも小回りのきく中小の

輸入業者が、割安でおもしろい地場ブドウ

品種ワインを紹介し始めているという。

米英では供給ルートの M&Aが続き、

現在の構図は「超大手酒販企業数社」と「そ

の他大勢」に二極化されている。大手はス

ーパーやレストランチェーンなどを取り込

み、当たり前の有名ブランドや大量生産ワ

インを流通しているが、中小業者の持ち味

はフットワークの軽さと、自社が特化した

分野の海外ワイン生産者との太いパイプだ。

ポートフォリオは小さいながらも、大手は

振り向かないおもしろい少数生産ワインな

どを発掘するのが得意だ。しかもこういう

ワインは概して仕入れ値が安いので、ある

程度の利幅が確保できる。イタリアは、小

さな輸入業者にとっても大手にとっても、

宝の山になり得る。

そのほかの注目筋では、ヒット商品のモ

スカトとスパークリングワインを掛け合わ

せたスパークリング・モスカト（イタリアで

は「アスティ」と呼ばれる歴史ある飲み物）

や、ロゼブームに便乗して有名地場ブドウ

（サンジョベーゼ＝キャンティやブルネロワ

インのブドウ、ネビオロ＝バロロ）で作る

ロゼがある。またすぐに飲めるワインとし

てプロモートしやすいのは、大量生産のブ

レンドワイン、バルポリチェラ（ボジョレー

と類似）や赤ワインの発泡酒、ランブルス

コだろう。これらを冷やして飲むというの

が、一昔前のアメリカで流行ったが、この

カムバックはあるかもしれない。いずれに

せよ、懐が深いイタリアワインに対するワ

イントレードの今後の動きに注目したい。

第 60 回　イタリアの躍進は続くか？

トスカーナでブルネッロとペアリング

チロル地方の珍しい品種の畑
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ハイスクールに通う娘がいると分かると、

すでに子どもを大学に進学させた知り合

いに必ず言われることがある。「大学の学

費はどうするの？　貯めているの？　奨学

金をもらうの？」。それに続けて、その人

がどうやって子どもの学費を捻出したかと

いう苦労談が始まる。ある人は学費用に

貯めた教育ファンドがあると奨学金が出な

くなるからと、急いでそのお金を引き出し

て使った（！）とか。自営業の人は所得を

低くして奨学金を受け取るために、経費と

して申告できるものをせっせと買った（！）

とか。息子さんが有名私立大に合格した

が適用できる奨学金がなく、第二希望の

州立大であれば奨学金が出るので自己負

担は寮費と学食費程度で済むからと、本

人は私立に行きたかったようだが州立に

してもらった、とか。または、別の友人は

優秀な娘さんを医学部に通わせたいと願

い、彼女がまだ小学生の頃に専門家に相

談したところ、「お宅のような高収入の世

帯ですと、どんな作戦を使っても奨学金

は出ません」と言われたとか。

なぜ、そんなに皆が話題にし、大騒ぎ

するかというと、アメリカの大学の学費は

目が飛び出るほど高額だからだ。

2017年9月にU.S.NEWSが発表した

ランキングによると、アメリカでもっとも

学費が高いのはニューヨークにある私立

のコロンビア大学で年間5万7208ドル。

続いて同じくニューヨークのヴァッサー・

カレッジが5万5210ドル。3位はロサン

ゼルス郊外のクレアモントにあるハーベ

イ・マッド・カレッジで5万4886ドルと

続く。さらに寮費が1万ドル以上加算され

る。これが4年間の数字ではなく1年分と

知った数年前、驚きとともに「なぜ、こん

なに高いのか？」と疑問に思ったものだ。

調べてみると、大学が公的資金を潤沢

に受け取っていた古き良き時代は、むしろ

日本よりも学費は安かったようだ。しかし、

その公的資金が次 と々打ち切られていった

結果、物価上昇率を上回るペースで学費

は高騰することになった。それだけ、アメ

リカの大学は教授や職員の人件費、キャ

ンパスの維持費、さらにプログラムの運

営費に多くをつぎ込んでいるらしい。

ただし、前出のように「このままだともら

えなくなる」と皆が話題に出す奨学金制度

もあり、一定の年収以下の家庭の子どもの

学費として、返還義務のない援助金が支給

される。これはFAFSAと呼ばれるもので、

オンラインで簡単に申請できるようだ。

自分で奨学金を調べる
アメリカの高校生

アメリカの大学に関しては、私立と公立

では大きく学費が違うだけでなく、州立大

学の場合は、州内からの進学か、州外か

らかでも払う学費は異なる。学費が安いコ

ミュニティカレッジに進学し、そこでの単

位を、編入した4年制大学で生かす方法

が賢明とはよくいわれる。

しかし、実際は有名私大に関しては、

コミュニティカレッジからの編入を認めて

いるところは少数で、しかも以前に比べて

コミュニティカレッジから4年制への編入

を果たすのは狭き門となっている。ストレ

ートAを取得し、教授からの好意的な推

薦文を獲得すること、さらに強力なエッセ

イが必須だと、過去にエルカミノ・カレッ

ジからUC（カリフォルニア大学）に編入し

た友人の息子さんが話していた。

それにしても、学費について自分で調

べるアメリカの高校生には感心する。もら

える奨学金を自分でサーチしたりカウンセ

ラーに相談したりした結果を親に報告し、

最終的な判断を仰ぐケースも少なくないよ

うだ。私が日本で高校生だったはるか昔

は、運よく第一志望に合格したので何の

迷いもなく入学した。その大学の学費が

他の私立大学の1.5倍だと知ったのは随

分経ってからだった。しかも、地方の高

校から東京の私立大に進学した私は、毎

月、アパート代と生活費の仕送りも受けて

いた。今、思えば、世間知らずなだけで

なく恩知らずだったと思う。

さて、ニナだ。彼女が私立大学を志望

するのか、公立大学に申請するのか、そ

れともコミュニティカレッジに進学するの

か。高校の2年目を迎えているのにまだま

っさらな状態。今年の夏はキャンパスツア

ーにでも行くことにしよう。

第64回

学費の心配
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愛犬のおしっこやうんち、日頃からきち

んと観察していますか？　排泄物は、犬

の健康状態を示す大切な信号です。飼い

主は、普段から愛犬の排泄状況や出た物

の状態をチェックし、何か変化があれば、

すぐに気がつけるようにしていることが大

事。今回は、飼い主として知っておきたい

おしっことうんちのお話です。

健康のバロメーター

体の調子が悪くても、言葉で説明でき

ない愛犬の健康状態を知るために、排泄

する時の行動や排泄物は指標になります。

普段から、愛犬の排泄の回数、仕方、量、

色、臭いなどに着眼しておきましょう。異

常を発見するために覚えておきたいのは、

急に排泄の回数が上下するなどの変化を

見つけることです。また、出したいのに出

せないで困ったり、苦しそうにしたり、悲

痛な声を上げたりしたら要注意。

しっかりとしたうんちがたっぷり出たか

ら良い！　というわけでもなく、たくさん

出ているということは食べ過ぎのサインで

もあり、また、食べたものにいらないも

のが多く含まれていたという意味になりま

す。体に良いものを食べていると、うんち

の量が大量になることはありません。食

べ物の質を見直して、うんちの量の変化

を見てみるといいでしょう。同じ食べ物を

食べさせていると、おしっこやうんちの色

も臭いも一定のはずですが、もし色や臭

いに変化があったり、異常を感じたりした

ら、現物を持参して専門家に診てもらう

のが良いでしょう。

愛犬ノアがまだパピーだった頃、ちょっ

と目を離したすきに、容器に一杯入ったワ

セリンをほぼ全部舐めてしまったことが

ありました。すると大変な便秘に……。

とにかくうんちが出せない。しゃがん

ではいきむのですが、何も出てこな

い。ノアも私も焦って困り果てました。

色んな人の意見を参考に、ヨーグル

ト、繊維の多い果物や野菜を一杯

食べさせ、とにかく体を動かしまし

た。すると、やっとのことで変な

色のうんちが出て、一件落着。今

では笑い話ですが、異物を食べ

て命を落とす犬もいるので、愛

犬が食べてはいけないものを口にしてしま

わないよう十分気をつけましょう。

犬の連絡網

散歩中の犬の排泄方法を見ていたら、

犬のおっしこやうんちが「体に不必要なも

のを排泄する行為」だけではないことが

分かります。犬は、くんくんと地面や木

や電柱などの臭いを嗅ぎ、排泄する場所

選びに多いに時間を費やします。また排

泄の回数ややり方（オスの場合、足の上げ

方）など排泄にこだわりも示します。それ

は、犬たちが自分の排泄物を使って仲間

たちとコミュニケーションを取っているか

らなのです。犬は、他の犬の排泄物の臭

いで「いつ」「だれが」「何を食べ」「どんな

健康状態で」「どんな精神状態であるか」

などが判断できます。また、人間にとっ

てはどうでもいいような排泄の場所や位

置選びは、犬の間ではとても重要な意味

をなします。そのため犬たちは一生懸命

地面などの臭いを嗅ぎ、情報収集します。

自分たちの排泄物の臭いが見えない相手

との「会話」なのです。排泄した後に土を

蹴る行為も同じような意味があります。地

面を蹴ることで足の裏から分泌物を出し、

それをまき散らして自分の

領域表示をします。また、

メス犬は発情期には、自分の排泄物で周

りのオス犬たちに発情していることを連絡

します。ただし、臭い嗅ぎが犬にとって大

切な行動だからと、散歩中、終始犬に主

導権を渡し、したいようにさせていいと

いうわけではないので誤解のないように。

深い意味がいっぱい詰まった犬のおし

っことうんち。これからの散歩で愛犬の

排泄を観察し、学んでみると愛犬との生

活が一層楽しくなると思います。

次回は「犬の毛色」と題し、細かく分け

られている犬の被毛の色についてのお話

です。お楽しみに！

“ピーメール”でご近所の仲間に連絡中の著者の愛犬ノア
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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

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111回

おしっこ、うんち





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

2018年、今年こそダイエットを成功さ

せたいと願う読者のために、「過食しない

ための秘訣」をお届けしよう。

1.常に「空腹度」を意識する
お腹が空いていない時に栄養を取り込

む必要はない。しかし、お腹が空いてい

なくても、誘惑に駆られて目の前の食べ

物に手を伸ばしてしまうのが人間の弱さ。

そこで、手を伸ばす前に「自分の空腹度」

がどのくらいかを考えてみよう。その手が

止まるかもしれない。

超空腹レベル：空腹のあまり、気持ちが

悪い、または頭が働かない状態。栄養が

不足して血糖値が下がっている。

空腹レベル：次に何を食べようかという考

えで頭が占められている。食べ物のこと

しか考えられない状態が1時間以上続くと

「超空腹レベル」に突入。

適度な空腹レベル：鳴り始めたお腹をそ

ろそろ食料で満たしてあげたい。まさに

食事直前のタイミング。

満足レベル：満腹でも空腹でもないが、

満足しているレベル。リラックスして心地

良い状態。

満腹レベル：まだ食べられる。しかし、こ

のまま食べ続けても、食事の最初の頃の

美味しさがすでに感じられなくなっている。

超満腹レベル：限界を通り越して食べた

結果、胸焼けを起こすほどの過剰な状態。

2.食事は4時間ごとに取る
規則正しい食事は血糖値と体力を安定

させるといわれる。そこで、4時間もしく

は５時間ごとに食事を取ってみる。もし、

食間にお腹が空くようなら、150カロリー

程度のスナックが助けになる。新鮮な果

物や無塩のナッツ類が理想的。水分や繊

維質を含み、病気撃退に効果がある栄

養素も豊富だ。

3.朝食を抜かない
900人の成人を対象にしたブリティッシ

ュジャーナル・オブ・ニュートリションの

調査によると、朝に脂肪分、タンパク質、

炭水化物を十分に摂取するとその後満腹

状態が長く続き、昼食と夕食を少食で済

ませられるという結果が出ている。しか

し、アメリカでは多くの人が朝食を抜い

ている。朝ごはんを食べている人は、成

人の3人のうち1人というデータも。

4.満腹感が得やすい食料を摂取する
水分を多く含む果物や野菜は、そうで

はないクラッカーなどに比べて、低カロリ

ーの割に満腹感を得やすい。これを摂取

することによって、食べ過ぎを防ぐことが

できる。食事の時はまずサラダから食べ

始めるようにする。また、ドライフルーツ

よりもフレッシュな果物を選ぶ。

5.繊維質を取り入れる
繊維質を含む食べ物は、満腹感がより

早く得られる。それらは胃腸でゆっくりと

消化されるからだ。そこで、繊維質を多

く含むリンゴやニンジンを積極的に食事

に取り入れるようにしたい。また、 白米を

玄米に、パスタもパンも全粒粉のものに

できれば理想的だ。

6.高タンパク食品を食べる
運動選手は、体作りのために高タン

パクな食生活を実践している。高タンパ

ク食品は低カロリーで満腹感を得られる

ことが科学的にも実証されている。しか

し、通常の食生活では、全体のカロリー

に含まれるタンパク質は10％程度。これ

を25〜30％に引き上げることを目指そ

う。おすすめの高タンパク食品としては、

まず肉。ただし、低カロリーのささみや

フィレを選択したい。魚は、サンマ、トロ、

タチウオ、油漬けのツナ以外であればほ

とんどが低カロリー高タンパク。ツナサラ

ダには油漬けではなく、水煮のツナを使

うこと。豆腐や茹でた枝豆などの大豆食

品も積極的に取り入れよう。

TOPIC

今年こそスリムダウン
過食を阻止する6カ条
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永住権保持者の子どもが日本で生まれたら？

アメリカに住んでいる永住権保持者が、

アメリカを数カ月離れる必要があり、米国

外で子どもを産むことがあります。子ども

がアメリカ国内で生まれれば必然的にアメ

リカ国籍となりますが、国外で生まれた場

合、親が永住権保持者ならば子どもはアメ

リカ国籍とはされません。しかし入国でき

る手段は二つあります。一つ目は早く簡単

な方法であり、二つ目は手続き完了までに

一年ほど要します。

（１）アメリカ入国時に一緒に入国す
る方法

一番効率的な方法は、アメリカへ再入

国する際に子どもと一緒に入国することで

す。次の二つの状況のもとで子どもをビザ

なしで入国させることができます。一つ目

は、永住権が発行された後に子どもが生ま

れ、まだ親が永住権でアメリカへ入国して

いない場合です。この場合、子どもが親と

一緒にアメリカに初めて入国する際に永住

権が与えられます。子どもが生まれた時点

で、有効な永住権を持っていること、そし

て永住権を保持している両親またはどちら

かの親がアメリカに初めて入国する際に一

緒に子どもを連れてくることが条件となり

ます。二つ目は、すでにアメリカに住んで

いる永住権保持者である母親が一時的に

国外を訪問し、その訪問先で子どもが生

まれた場合です。母親がアメリカに最初に

再入国する際に、一緒に子どもを連れて入

国すれば、子どもはビザなしで入国し永住

権を取得することが可能です。ただしこの

場合、以下の三つの条件を満たしている必

要があります。

•アメリカに入国する際に母親が子どもに

同伴し入国する。

•子どもが２歳の誕生日を迎える前まで

にアメリカへ入国する。

•母親の永住権保持者としてのアメリカへ

の再入国が、子どもが生まれてから初め

ての再入国となる（子どもが生まれた後で、

母親一人で再入国していない）。

（２）永住権の請願

上記の方法が不可能な場合、子どもの

ための移民の請願を申し立てます。新生児

の申請は、他の永住権申請と違い、何年

も待たされることはありません。なぜなら、

永住権保持者がアメリカ国外へ一時的に

訪問していた最中に生まれた子どもに関し

ては、永住権発行数制限の対象外となる

からです。通常は請願書を提出後約１年以

内にアメリカに入国できるでしょう。永住

権保持者の両親のどちらでも請願を提出

できますが、通常は母親が子どものために

請願書を提出するほうが容易です。子ども

の年齢制限はありませんが、できるだけ小

さいうちに請願書を提出するほうがより強

力な請願となります。

※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

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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あけましておめでとうございます。今年も手軽で美味し

いレシピをお届けします。

さて、今回の主菜は、定番の角煮を本格的に。リンゴ

を入れて煮込むとまろやかな甘さが出て美味しくなります。

砂糖も、黒砂糖を使うとコクが出ます。鍋は厚手のもの

を使うと、豚肉がより柔らかく煮えます。

副菜は簡単な和え物を。アボカドとしょうゆを組み合

わせると、「トロの味」とよくいわれますが、混ぜ合わせて

食べると、確かにご飯に乗せたくなります。

今日
の
副菜

今日
の
主食

アボカドの梅とろろ和え

【作り方】
❶アボカドは横半分にグルっと包丁を入
れ、ひねって2つに割り、種を取り除いて
皮をむき、1cm角の角切りにする。長イ
モは皮をむき、すりおろす。梅干しは種
を取り除き、包丁でたたく。
❷皿にアボカドを乗せ、すりおろした長
イモをかけ、梅干しとワサビを添え、し
ょうゆをかけていただく。

【材料】（4人分）
アボカド...............................2個
長イモ...................................7oz
梅干し....................................2個
しょうゆ.............................少々
ワサビ........................ お好みで

豚の角煮

【作り方】
❶フライパンにサラダ油を入れ、中火で
熱し、豚肉の脂身を下にして焼く。
焼き色がついたら裏返し、各面を焼く。
全面に焼き色がついたら、ペーパータオ
ルで余分な脂をふき取り、ネギの青い部
分、ショウガの皮、肉にかぶるくらいの
水を加えて火にかけ、煮立ったら火を止
める。
❷厚手の鍋に豚肉を移し、煮込み調味料
を加え、火にかける。煮立ったら落とし
蓋をして弱火で約1時間煮る。

❸鍋の蓋を取り、室温の低い場所で冷ま
す。表面に白い脂が固まったら、脂をス
プーンで取り除く。豚肉は2cmの厚さに
切る。
❹鍋に豚肉を戻し、ゆで卵を加え、落と
し蓋をして弱めの中火で15分煮る。小松
菜は根を切り落とし、半分～1/3の長さに
切る。小松菜の茎の部分をまず鍋に入れ、
少ししたら葉も加える。小松菜がしんな
りとしたら完成。

【材料】（4人分）
豚バラブロック..............28oz
長ネギの青い部分......... 1本分
ショウガの皮.....................少々

＜煮込み調味料＞
　リンゴ...........................1/4個
　ショウガの薄切り.........3枚
　ニンニク............................1片
　トウガラシ.......................1本
　砂糖（あれば黒砂糖、三温　　
　糖など）.....................大さじ5　　

　サラダ油...................大さじ1
　しょうゆ...................大さじ4
　酒................................1カップ
　塩...........................小さじ1/2
　水................................1カップ　

＜付け合わせ＞
　ゆで卵................................2個
　小松菜................................1束
　練り辛子.................お好みで

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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今回は、インフォメーショナル・インタビュー（informational 

interview）について話します。

インフォメーショナル・インタビューとは、自分の興味がある分

野で働いている人に連絡して、その業界で働くことについてアドバ

イスをもらう面談です。

インフォメーショナル・インタビューでは以下のようなことを教え

てもらえます。

•その分野または組織で実際に働いている経験談

•その分野または組織の成り立ちや将来性について

•その業界で働き、成功するために必要な技能やトレーニング

•その分野で働くための学校や訓練プログラムについての情報

• 社風や職場の雰囲気、その職務で成功するために必要なこと、

   今後の組織の方向性といった情報

このインタビューのメリットは、興味のある職種でネットワーク

を広げる良い機会になること、自分の就きたい職業を深く知ること

ができ、目標が明確になることなどがあります。インフォメーショ

ナル・インタビューというのは、就職先を探している学生や転職を

考えている社会人にとって、とても有効な方法だといえます。

とはいえこのインタビューは採用面接ではないので、その場で仕

事を求めることは御法度。自分がどういう人物なのかを示し、相

手の仕事と会社について学ぶことによって、良い印象を与えつつ自

分の知識を広げます。時にはインタビューを行った相手から採用

のオファーを受ける可能性もあります。しかし、相手が必ずしも決

定権を持った立場の人とは限らないので、過度な期待は禁物です。

このインタビューの目的は、将来の選択肢を見極め、自分を効果

的に売り込む際の戦略を練るための情報入手であることを覚えてお

いてください。

インフォメーショナル・インタビューの手順

まずは誰に会い、どんな情報が欲しいのかをはっきりさせること。

それから知り合いや友人、家族、大学の教授、同僚や上司、ネッ

トワーキング活動によって知り合った人をリストアップします。電話

帳や職業別の組織リスト、また自分の大学の卒業生リストも良い

情報源となります。

手紙かe-mailで会いたい人物に連絡を取ります。その際、職探

しをしているのではなく、業界または特定の職務に関して調べてい

るということを強調します。可能ならば紹介者を通すか、その人の

名前を挙げて自己紹介をします。例えば、

■ Your son Seth is a friend of mine from the university chorus. 

He suggested that I contact you to set up an informational 

interview.

（あなたの息子さんのセスと私は大学の合唱団での友人です。彼か

らあなたとインフォメーショナル・インタビューを組むように提案

を受けました。）

電話でフォローアップし、20〜30 分のミーティングを組みます。

その電話のみで話を終わらせてしまわないように気をつけて、実際

に会う時間を設定しましょう。

ミーティング前に興味がある仕事について調べておき、質問を用

意します。これはとても大事。準備なしで相手の貴重な時間をもら

うことはとても失礼ですし、十分な準備をしていなかったら悪いイ

メージを与えることにもなります。実際の面接のように服装を整え

ます。第一印象は常に重要です。

No. 178

求職者のためのインフォメーショナル・インタビュー
No. 193
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