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諦 め な い！
アメリカでの
日本 語 教 育
アメリカで子育てをする上での大きな課題が「子どもを
いかにしてバイリンガルに育てるか」ということだ。英
語の現地校に通う生活の中、どうしても日本語がおろそ
かになってしまうこともあれば、親が子どもとの日本語
の会話を諦めてしまうこともある。アメリカ育ちの子ど
もに日本語をしっかりと習得させるための秘訣を、全米
各地で指導に当たる日本語教育の専門家に聞いた。

質問 「アメリカで生活していくのに、日本語を身につけた方がいいのはなぜ？」と子どもに聞かれました。
どう答えたらいいでしょうか？
回答

ア

日本語の力で将来の機会が広がることを伝えましょう。

メリカの現地校に通い、アメ

活レベルの日本語はもちろん、公的な書

バイリンガルであったからこそのチャンス

リカで暮らしていると、日本

類手続きを自分で済ませる場合にも高度

だと思います。
「補習校には行きたくない」

語を使う機会はお母さんと話

な読み書きの日本語が必要になってきます。

と言って、親の私たちに背中を押される

す程度だというお子さんもいます。さらに

私の娘は 2 歳 9カ月でアメリカに来ま

形で嫌々通っていた時期もありました。し

アメリカで生まれ、日本で学校に通った

した。保育園から現地校で英語のみの環

かし、行ってしまえばそこに友達もいるし、

経験がないという場合は、本人に日本語

境でしたが、幼稚園の年長からは補習校

楽しい時間が過ごせます。でもまた嫌にな

を習得する意義を実感させることが非常

に通い、高等部卒業まで継続させました。

る。親に説得されて行く。その繰り返しで

に難しいと思います。

両親ともに日本人ですし、夏休みは毎年日

した。

そこで、
「将来的に日本でも生活する選

本で過ごしたので、本人もいつしか
「日本

夏休みには、地域の人々と日本語で交

択肢」を子どもに意識させることが有効で

で生活したい」という気持ちが芽生えたよ

流できるサマーキャンプを経験させました。

す。それによって日本語習得の必要性は

うです。大学はアメリカで進学しましたが、

そういう刺激を与えることは、もっと日本

おのずと明らかになってきます。日本には

日本に支社がある、こちらの企業に就職

語で喋りたい、日本語を学ばなければい

英語のみを使って学び、学位が取得でき

が決まりました。日本語の読み書きまで

けない、と本人のモチベーション向上に

る大学もあります。しかし、社会に出ると

できるため、数カ月の研修後、日本支社

も役立ったようです。

そうはいきません。買い物などの日常生

勤務となります。これは、英語と日本語の

また、日本語習得の意義について、親
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からは次のようなことも言えると思います。

リカ人が珍しくありません。アメリカにい

「日本生まれの親と同等のコミュニケーシ

ても、日本のバックグラウンドを持ってい

【回答者】

ョンをとるためには、日本語をしっかり身

れば、そういう人々から日本について尋ね

につける必要がある」ということです。つ

られることがあるでしょう。そんな時に日

丹羽 筆人

まり、日本語を幼い段階で諦めてしまうと、

本語が話せるのとそうではないのとでは大

親との日本語でのコミュニケーションがい

きな違いが生まれます。日本語の力で機会

つまで経っても小学生のレベルから成長し

が広がるのです。

ないのです。年齢に合った会話を親子間

今、子どもが小さいとはいっても、その

で交わすためにも、日本語を諦めてほしく

先の将来まで見据えていれば、親御さん自

ないということを子どもにしっかりと伝え

身が
「子どもの将来のために日本語を諦め

るべきではないでしょうか。

させるわけにはいかないのだ」と思えるの

今は日本語や日本文化に興味を持つアメ

日

日本の大手予備校勤務を経
て、1999 年 に 米 国 に 移 住
し、各地の補習校や学習塾
の講師を務める。2006 年に
米日教育交流協議会（www.
ujeec.org）を設立し、海外
在住子女の日本語・日本文化
体験プログラムを企画運営。さらに河合塾帰国生
コース北米事務所アドバイザー、名古屋国際中学
校・高等学校アドミッションオフィサー、デトロイ
トりんご会補習授業校講師も務める。

ではないでしょうか。

質問

家庭における子どもとの日本語の会話で気をつけるべき点を教えてください。

回答

日常生活の中にきちんとした日本語環境を整えましょう。

本語力が高いお子さんの場合、

は、日本語のなかに英語を入れてしまう

有名大学に入学した生徒のご家庭では、1

その保護者に見られる特徴と

ことです。
「あのレッドのカーが」などとは

日中、TV JAPAN をつけていたそうです。

していえるのはまず、日常生

絶対に言わないでください。子どもはそれ

家の外に一歩出れば、そこは英語の世界。

活の中できちんとした日本語環境を整え

が日本語だと誤って受け止めてしまいます。

ですから、家の中では日本語のテレビ番

ているということです。幼児期には英語よ

また、まだ子どもの日本語がたどたど

組を流すことで、いつも日本語が耳に入る

りもむしろ日本語を重視している傾向が

しい段階で、無理にひらがなの勉強を始

見られます。国際結婚のご家庭でも、お

めることなどもやめた方がいいと思いま

お子さんをバイリンガルにすることのメ

子さんの日本語がしっかりしている場合は、

す。本人がやりたがっていれば始めてもい

リットですが、これは将来、バイリンガル

アメリカ人のご主人がお子さんの日本語教

いのですが、
「周囲がひらがなの勉強を始

になると楽しいことがたくさんあるという

育に協力的なことが多いですよね。

めているから」というだけの理由でお子さ

ことに尽きるのではないでしょうか。しか

んに強制すると、本人は混乱してしまいま

し、そこに行くまでには尋常ではない努力

お父様が日本人で、ご両親はともに英語

す。知識だけに走らないようにしていただ

が必要です。子ども自身が挫折してしまう

が堪能なご家庭のケースで、毎晩、韓国

きたいと思います。

か、それとも親が諦めてしまうか、どちら

過去にあった例で、お母様が 韓国人、

語の絵本を2 冊、日本語も2 冊、英語も

家庭でどのような日本語の本を読ませ

2 冊、最低 6 冊の本を読み聞かせしてい

るべきかについては、韻を踏んでいる
「ノ

るという非常に教育熱心な親御さんがい

ンタン」のような本は子どもが楽しく読め

ました。そのご家庭の場合は言語だけで

るでしょうし、また
「しまじろう」といった

なく、それぞれの言語の背景にある文化

副教材も非常によくできています。漫画や

もお子さんに教えていました。さらに、お

アニメもいいですね。
『ちびまる子ちゃん』

父様がお子さんに日本語で話しかける時

のようなアニメを見ると、玄関で靴を脱い

は、丁寧な言葉遣いだったことが印象に

で上がるといった日本の習慣が分かるの

残っています。たとえば
「きちんと顔を見て、

で役に立つと思います。子どもは意外と

お話ししましょう」などと話していましたね。

細かいところを見ていますから。

逆に親子間の日本語の会話でのタブー
8
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日本で生まれアメリカで育ち、日本の

ようにしていたというわけです。

【回答者】

ジョンソン 奈緒美
ダラス補習授業校幼稚部教
師。南カリフォルニアに 14 年
間居 住し、その間 3 人の子
どもたちの子育てをしながら
「母乳育児の会」のボランティ
アに従事した後、子育てが一
段落した頃に日系幼稚園に勤
務。テキサスに移転後は補習校幼稚部に勤務し 11
年。日本語のプリスクールの経営にも携わる。

が先か分かりませんが、少なくとも言える

ここで気に留めていただきたいのが、

のは、ぜひ親として
「子どもに求めるバイ

お子様の資質の問題です。英語だけでな

リンガルのゴール」がどの辺りかを見極め

く、日本語も習得するのが難しいケースも

ることを意識していただきたいです。日本

あります。3 歳や 4 歳で、日本語を話そう

語を話せて聞けるだけでいいのであれば、

としているのだけど何を言っているか分か

子どもにそれほど負担がかからない程度

らないお子さんもときどきいます。そのよ

に続けることが可能です。さらに上の学

うな時に
「うちの子は大丈夫」と思い込んで、

習言語まで含めて高いゴールを課すのな

高いゴールを設定するのは非常に危険だ

ら、親子で真剣に取り組まなければなり

と思います。周囲と比較することなく、お

ません。

子さんのことだけを考え、日本語学校や

質問
回答

お

補習校の先生と相談するなどアドバイスを
求めていただきたいと思います。

毎週土曜の日本語補習校に子どもを長く通わせるために、親としてできることは何かありますか？

「日本の義務教育終了」を約束し、
ぶれることなく貫きましょう。

子様を高等部まで補習校に通

す。お姉ちゃんやお兄ちゃんは日本語がで

全な日英のバイリンガルになった人、他

わせた複数の保護者の経験を

きるけれど、下のお子さんが、日本語が

方は途中で日本語を捨ててしまって英語

もとにお伝えします。

不得意なケースがよく見られます。それは、

のみの生活になった人の両方のお話を伺

小学校高学年くらいから
「補習校を辞め

上のお子さんが妹や弟に対して英語で話

ったことがあります。後者の人がおっしゃ

たい」と言うお子さんが出てきます。ご家

しかけているからです。また、親御さんだ

っていたのは、
「自分が補習校に通うのを

族の対応としては、
「日本の義務教育を受

けでなく、上のお子さんが下のお子さんの

イヤだと思った時も、どうして母親が強制

けてほしい」という親としての希望を伝え、

補習校の宿題を一緒に見てあげるように

的にでも通わせてくれなかったのか」とい

お子さんとしっかり約束していただくとい

してください。家庭内で協力し合うという

うことです。日本語を習得できなかったた

うことです。

ことが大切です。約束を果たすのは大変

めに日本に行くと
「アメリカ人」だと思われ、

ですが、ぶれることなく貫いてください。

アメリカ人からは
「日本人」と受け止めら

土曜に通う補習校の場合、現地校のお
友達の誕生会、またはスポーツの試合な

さらに、補習校では
「日本の学校文化」

れるそうです。無理矢理でも親に背中を

どで補習校を途中で早退したいとお子さ

が経験できます。教科書をただ読んだり、

押してもらうべきだった、そのことに大人

んが言うケースがあります。その時も親

インターネットに向かって勉強したりする

になってから気づいたのです。

御さんは絶対に譲らないでください。そ

だけでなく、教師と生徒のやり取り、また

の代わり、補習校の授業が終わった後な

生徒同士のコミュニケーションなどを通じ

ら、いくらでも連れて行ってあげてくださ

て、個人的な取り組みでは身につかない

【回答者】

い。サッカーの試合でも午後3 時
（補習校

学習言語をより習得しやすくなります。将

南口 研司

の終了時間）以降なら参加してもいいので

来、日本に帰る、またはアメリカ生まれの

す。過去には、あるお子さんがサッカー

子どもにとっては日本で生活してみたいと

チームのポイントゲッターだったので、チ

いう場合、さらには日本語をしっかりとマ

ーム側がその子に参加してほしいがために、

スターしたいというお子さんには、家庭内

午後3時以降に試合を組むようになったと

で日本語を話すだけでなく、
「ぜひ補習校

いうことがありました。

にいらっしゃい。そして一緒に学びましょ

また、日本人のご家庭の場合は家庭内

う」ということを言いたいですね。

では日本語のみで会話するようにしてくだ

私は過去に、日本人の両親を持つお子

さい。それは兄弟姉妹についても同様で

さんで、一方は補習校に最後まで通って完

シカゴ 双 葉会日本語学校補
習校 (www.chicagohoshuko.
com) の前校長。東京・神奈
川で民間企業を経 験。島根
県 の公立小 学 校教 諭として
15 年間、香港日本人学校お
よび 公立学 校 校長として 13
年間勤務。2015 年 4 月にシカゴに赴任。シカゴ
双葉会は全日校と補習校が同居する教育施設であ
り、合計約 900 名の児童生徒が学ぶ。同校では
帰国予定の子どもと永住の子ども両方に日米の架
け橋となるように奨励し続け、2018 年 3 月に帰国。
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その点、バイリンガルになった前者の人

カと日本の両方のアイデンティティを
「ダブ

我が補習校では、高等部の生徒が中等

の場合は、日本人に対してはネイティブの

ル」で獲得しているのです。そのことは、素

部の生徒に
「高等部に進学するように」勧

日本語で会話をし、アメリカ人とはネイティ

晴らしい力になると思います。何より職業を

誘を行います。合言葉は
「続けよう、頑張

ブの英語で会話ができます。つまり、アメリ

はじめ、将来の選択肢が広がります。

ろう」です。

質問

回答

お

現地校中心の生活で、7 歳になる子どもは一度も日本語の学校に通ったことがありません。
日常会話は理解できますが、読み書きができません。学校に通うのに、今からでも遅くないでしょうか？
学校に通う以外にも日本語を習得する方法はありますか？

語彙と文字を合わせる練習から始めましょう。

子さんが日本語で会話ができ

をお店で探してきたりするのもいいと思い

個人差があるように、言語習得でも言語

るということであれば、話し

ます。つまり、子どもの生活の中にあるも

感覚の強い子と弱い子によって習得に差

言葉として習得している語彙

のと字を結びつけることで、自分に関係

が出ます。第一言語として日本語を学ぶ子

と文字を合わせる練習から始めるといい

があるものだという意識を持たせることが、

ども達でも、国語の得手･不得手があるこ

と思います。これまで音としてよく聞いて

字を覚えていく動機になります。ひらがな

とからもそう言えます。ですから、何歳を

いたもの、あるいは子どもの好きなもの

50 音を順番に教えても自分に関係がある

超えると
（言語習得は）難しい、とは一概

の名前に文字を合わせることで、話し言

という意識が芽生えず、学習動機が高く

には言いにくいのです。

葉から書き言葉へのつながりができてい

なりません。この方法では実生活にある

補習校・日本語学校などの学校に行っ

きます。ひらがなやカタカナの 50 音表の

ものから字を学ぶので、ひらがなで書い

て日本語を学ぶこともいいでしょう。けれ

一字一字を順番に教える従来の方法では

てある名前はひらがなで、カタカナの名

ども、ただ学校に行かせておけばいいと

なく、子どもが興味、関心を持っているも

前はカタカナではじめから覚えさせるよう

いうわけではありません。家庭では家で

のの語彙を単語で教えていく方法をお勧

にしましょう。チョコレートは
「ちょこれー

話す日本語の発達を助けるという役割が

めします。つまり、おもちゃのガンダムが

と」ではなく、最初からカタカナでいいの

あります。

好きな子どもには
「ガンダム」という単語を

です。お菓子以外でも、おもちゃの名前

そして、 大 学 に 入ると日本 語 学 校 に

見せ、それを読んで書けるようにする。ペ

でも構いません。ご家庭でも、文字を読

通わせてくれた親に感謝する時が来ます。

ットがいるご家庭では、
「いぬ」
「ねこ」と

み取るスピードを速くするために、子ども

私が教えているカリフォルニア州立大学ロ

いう単語やそのペットの名前が読めて書

のおもちゃに
「ボール」だとか
「ガンダム」

ングビーチ校の日本語学科にもそういう

けるようにします。

だとかのラベルを貼っておくといいと思い

学生がいます。金曜の夜は日本語学校の

ます。

宿題をするのが嫌だったけれども、お母

また、日本のお菓子を買う時に、ラベ
ルに書いてあるお菓子の名前を子どもに

何歳までに言葉の習得を始めないとネ

見せながら一緒に読んだり、買い物リスト

イティブのようにならない、と言われるこ

のお菓子の名前を子どもが読んで、それ

とがあります。確かに発音に関しては、そ

【回答者】

うだと言えます。大人になってから英語を

ダグラス昌子

習得した日本人が英語の L とR の違いを
聞き分けられない、うまく発音できない
のは、子どもの頃に習得しなかったせい
です。しかし発音以外では、中学、高校
になって外国語を学ぶと、文法の規則な
ど抽象的な概念を理解して言語を学ぶと
いうことができるようになります。
ただし、スポーツや音楽でも達成度に
10
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カリフォルニア州立大学ロン
グビーチ校教授。教育学博
士。研究分野は、継承日本
語学習者
（子どもおよび大人）
の日本語習得、カリキュラム
デザインとインストラクショ
ン。オレンジコースト学園日
本語学校のカリキュラムアドバイザー。全米日本
語教師連盟継承日本語 SIG および母語・継承語・
バイリンガル教育研究会（日本）理事。

さんが竹刀を持って横に立っていて、宿題

とくに小学校の年齢では、なぜ日本語を

よう」と背中を押してあげてください。ま

をしないという選択はなく、おかげで補

勉強しないといけないかが理解できませ

た、地域的に日本語を学ぶ学校のチョイ

習校の高校レベルまで終えることができ

ん。ですからご褒美をあげたり激励した

スがあるのだとしたら、少しでも本人が楽

てお母さんに感謝しているという話をして

りして、子ども本人が日本語が話せると自

しく学べる学校をお子さんと一緒に選んで

いました。

分にとって何かプラスになっていると考え

いただきたいと思います。

子どもが日本語に取り組んでいる時期、

られる年齢になるまで、
「もう少しやってみ

バイリンガル体験談

日本航空客室乗務員

大西亜奈美さん

「言語は社会で大きな武器になる」
父はアメリカ人、母は日本人です。ロサンゼルス近郊
で生まれ育った私は、母の方針で土曜には補習校のあさ
ひ学園に通い、家の中では母親や妹との会話は日本語と
いうルールを守っていました。父親もそのルールを承知
していて、協力してくれていましたね。それでも、反抗
期には母に対して英語で文句を言ったりもしたのですが、
母はそのような時も一切妥協せず、私に「ママは日本語
しか分からないんだから、日本語で話しなさい」と言っ
ていました。
毎週金曜は、補習校の宿題をする私の横で母が厳しく

子どもの頃からファミリーサービスを利用して日本と

指導してくれていたことを今も思い出します。補習校の

アメリカを往復していたこともあり、日本航空を受験し

中学3年は、現地校では高校1年に当たります。私は高校

て入社しました。今は客室乗務員として 6 年目を迎えま

でカラーガードというマーチングバンドで旗を持つ部活

す。

に入りました。その練習や活動が忙しかった 1年が、補
習校との両立が一番大変な時期でしたね。

12

実は3年目くらいの時に、日本の会社の上下関係の厳
しさなどアメリカとの違いを感じ、
「アメリカに帰りたい

大学はカリフォルニア大学サンタクルズ校に進学、言

な」と思ったこともありました。でも、日本語と英語の

語学を専攻しました。そこでもアドバンスレベルの日本

バイリンガルの人材が大勢いるロサンゼルスよりも、日

語クラスに入り、教授のアシスタントを務めることで、

本に残った方がバイリンガルとして仕事でも役立てるの

常に日本語の環境に身を置いていました。休み中にはロ

ではないのかという思いに至りました。職場では私が英

サンゼルスにある日系の企業でアルバイトしたり、日本

語のネイティブということで、客室乗務員を代表して英

語の文章を英語に翻訳したりする経験も積みました。そ

語のお客様の説明を聞くような場面は頻繁にありますし、

して、大学 4 年生の時に日本に留学し、その間に日本で

英語の報告書の作成も任されています。

の就職活動に挑戦しました。熱心な母親が頑張ってくれ

今、日本語の勉強を頑張っている人たちに言いたいの

たおかげでそこまで日本語を続けることができたのだか

は、
「言語は社会に出たら大きな武器になるから、途中で

ら、一度日本で生活するのもいいかな、という気持ちに

手放さないようにした方がいい」ということです。その

なったのです。

ことを私は今、強く実感しています。
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祝 アカデミー賞受賞
メイクアップ・アーティスト／現代美術家
©AMPAS®

辻一弘

映画界復帰のきっかけは
G・オールドマンからの
オファーだった

Text by Keiko Fukuda
Photo by Haruna Saito

3月4日、ハリウッドのドルビーシアタ

うようになりました。

ントに、彼のポートレイト・スカルプチャーを

ーで開催された第 90 回アカデミー賞。

思いが高じてディック・スミスに手紙を書

制作しました。これをディックに贈った時の彼

今年は日本人のメイクアップ・アーティス

いたところ、なんと本人から返事が来ました。

のリアクションを目にしたことが、新たな転機

トの辻一弘さんが、メイク・ヘアスタイ 「（メイクアップ・アーティストになるための） となりました。ディックは感動して泣いてくれ
リング部門で受賞。辻さんは
『ウィンスト
ン・チャーチル／ヒトラーから世界を救
った男
（原題： Darkest Hour）
』で、チ
ャーチルに扮するゲイリー・オールドマ
ンのメイクを担当。同日、主演男優賞を
手にしたオールドマンはスピーチで
「カズ
に感謝を」と述べた。授賞式に先立って
開催された在ロサンゼルス日本国総領事
公邸での激励レセプションで、辻さんが

いい学校などない。自分でやるのが一番だ。

たのです。こういうことこそが、自分のやりた

君が自分の作品の写真を送ってくれたら、コ

いことだと思えました。映画の仕事はお金に

メントを送ってあげよう」という内容でした。

なります。でも、美術の世界で食べていくの

そして1987年、ディックが日本の
『スウィ

は難しいのが現実です。それでも、ブルース・

ートホーム』という映画のスーパーバイザーを

ウィリスの
『ルーパー』を最後に映画界を去り、

務めることになり、私にも現場で働くチャンス

ポートレイト・スカルプチャー作りに専念する

がめぐって来たのです。 まだ18 歳でした。さ

ようになりました。リンカーン、アンディ・ウ

らに、黒澤明監督の作品にも携わって
「ハリウ

ォーホル、サルバドール・ダリら、影響を受け

ッドに行きたい」という気持ちを抑えられなく

た人々のポートレイトです。

なりました。問題はビザです。しかし、たとえ

2016 年の初め、ゲイリー・オールドマン

披露したプレゼンテーションの概要をお

不法
（イリーガル）であっても私は行く、と決

が私に連絡をしてきました。ウィンストン・チ

届けする。

心したのです。当時24歳。すでに同じ年頃の

ャーチルを演じるにあたって、私に特殊メイ

生徒を相手に、特殊メイクを教える立場でし

クを担当してほしい、もし私が断れば、彼も

た。ハリウッド行きを宣言した私は、紹介に

映画のオファーを受けないと言うのです。脅

よってリック・ベイカーの下で働くことになり

しですよね
（笑）
。
「1週間ください」と答えまし

ました。

た。すでに映画業界を去った私が再び映画に

ハリウッドに行きたい
子どもの頃、学校嫌いだった私は日本の教
育システムを信頼できず、どうやったらそこか
ら抜け出せるのかを考え続け、少しでも早く

携わるのは、自分の人生を欺くような気がし

現代美術の世界へ

好きなことに携わりたいと思っていました。私
が夢中になったのは、映画
『スター・ウォーズ』

ました。しかし、私はこの仕事を受ける決断
をしました。作品としての出来上がりは非常

ところが、
『グリンチ』という作品が私のその

に素晴らしいものになったと思います。私は

です。強烈なインスピレーションを受けまし

後に大きく影響しました。私はジム・キャリー

才能があるゲイリーに、今度こそオスカーを

た。そんな時、京都の本屋で偶然目にした映

の特殊メイクを担当したのですが、何があった

とってほしいと願っています。そして、彼はと

画雑誌から、メイクアップ・アーティストであ

かは報道関係の方々の前では言えません
（笑）
。

ると信じています。今後
（映画からの）オファ

るディック・スミスを知ったのです。彼が施し

あの映画が、フィルムビジネスに関わることは

ーを受けるか？ 良い作品になると思えれば

たリンカーンの特殊メイクに衝撃を受け、どう

辞めようと思うきっかけになりました。

受けます。でも、これからも中心はアート作

しても特殊メイクアップの仕事をやりたいと思
14
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その後、ディックの 80 歳の誕生日プレゼ

品作りです。

ハリウッドで活動開始！
プロボクサー 高野人母美さん

PEOPLE
SPECIAL

の人生は自分で決めたいと、ロサン
ゼルスに拠点を移すことを決行した。

夢は
世界チャンピオン
「私の夢は世界チャンピオンになる
ことです。その過程で、性格的に人よ
り目立つことをやるのが好きなことも
あって、計量時にはアバターのコスプ
レをするなどといったパフォーマンス
に対して、私を批判する人もいます。
それでも、ウェブサイトのアクセスは
100 万アクセスを超えて、確実に皆
さんには
（私がやることを）見てもらっ
ています。以前にドキュメンタリー番
©Tomomi Takano

自分で決めたい
アメリカ移住の理由は人それぞれで、準備には
それなりの時間が必要だ。しかし、プロボクサー、

組の
『情熱大陸』に出演した時も、私
が頑張る姿を見て引きこもりの生活

から外出する勇気が出た、という方をはじめ、たく
さんの反響をいただきました。私が夢に向かって挑
戦を続けることで、人の人生にも何か影響を与える
ことができればと思っています」

高野人母美
（ともみ）さんの渡米は思い立ってから
がはやかった。
「
（2017年）11月に東京で知り合った方に、その
方の息子さんがロサンゼルスでボクシングジムに所

好奇心旺盛
体験したいタイプ

属していると聞き、アメリカでは日本と違って自分

取材したのは 2018 年1月半ばだった。ロサン

でトレーナーを雇うことができると知りました。自

ゼルスに拠点を移して2 カ月、好きな場所について

分もアメリカに行って挑戦してみよう、と思い、4日

聞くと、すぐに
「ラニオンキャニオンです」と答えた。

後にはロサンゼルスにやってきました。住むところ

ハリウッドヒルズの山頂近くに広がる渓谷で、ロサ

もない、友達もいないという状況の中、つてを頼

ンゼルス大平原が見渡せる場所だ。
「トレーニング

って現地のボクシングジムを訪ね、私の過去の試合

するのに絶好の場所。偶然見つけて自分の足で走

のビデオや写真を見てもらいました。そして、フィ

ってみたら、ロサンゼルスにもこんなに自然に恵ま

リピン人のトレーナーについてもらえることになり、

れた場所があるんだって嬉しくなりました。私は何

よし、やろうということになったのが11月末です」

でも見ているだけじゃなくて、とにかく体験するタ

そして一旦日本に飛び、関係各所に挨拶や諸々の

イプなんです」
。できれば、数年後、日本からの観

手続きを済ませてロサンゼルスに舞い戻った。
「あ

光客を連れて、ロサンゼルスの自然の中を一緒に

る友達には、
『場所を変えてもアメリカでうまくいく

走るツアーなども企画できれば嬉しいと話す。

様々な業界で活躍中の話

はずがない』と反対されました。確かに渡米を決

最後に、高野さんはフロントラインの読者にメッ

題の人に、過去、現在、

める前の私は、何もかもうまくいかず、進むべき道

セージをくれた。
「アメリカでの状況をいろいろ教

がブロックされているように感じていました。でも、

えてください。とにかく情報が大事ですし、好奇心

自分がこれから成功するかどうかを、自分以外の人

旺盛ですので、イベントなどにも気軽に声をかけて

間に決めてほしくなかった」と語る高野さん。自ら

欲しいですね」
。30 歳という節目の年に、心機一転、

そして未来について聞く。

Text by
Keiko Fukuda
16
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新たな土地で新しいスタートを切った高野さん。モデルとしても
華々しい活躍を見せてきた彼女には、
「ボクサーとモデルの仕事の
バランスは？」という質問を
用意していたが、鍛え抜かれ
た身体とボクシングにかける
熱い思いを前にして、その質
問は意味をなくしてしまった。
「世界チャンピオン」の夢を
一途に追いかける本気さが
伝わってきたからだ。その夢
が叶う瞬間をぜひとも見せ
てほしい、と願ってやまない。

P R O F IL E
高野人母美（たかのともみ） 東京都出身。高校在学中にスカウトされモデル
デビュー。さまざまなミスコンテストで入賞した後、2013 年、プロボクサー
デビューを果たす。2017 年 11 月から拠点をハリウッドに移し、ボクサーとし
て世界チャンピオンを目指し奮闘中。
https://www.instagram.com/tomomitakano7/

心機一転、ハリウッドで身体作りに励む高野さん
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A M E R I C A N

S P O R T S

アメス ポ

シモーン・きみか・ホリディ
イーグルス盛り上げる
NFL チアリーダー
写真提供：Simone Kimika Holliday

スポーツの枠を超えて、アメリカの国民

なれば素晴らしい経験をできるだけでなく、

り出す。活動 3 年以上のベテランが選ばれ

ダンス業界、エンタメ業界への人脈も広が

るのが普通だが、シモーンはわずか2 年目

る」と勧められ、大学 2 年生の終わりにオ

にしてその栄誉を手にした。

ーディションを受け、みごとに一発で合格。

プロボウルはスーパーボウルの1週間前

的イベントとしての地位を築いているスー

難関のNFL オーディションに一度で合格で

に行われるために、スーパーボウルを戦う

パーボウル。NFL の優勝決定戦であるスー

きるチアリーダーは少ないが、シモーンは

2チームの選手は出場しない。今年のプロ

パーボウルは、毎年のように年間最高視聴

ダンスの技術とフレンドリーな人柄を高く

ボウルにはイーグルスの選手の姿はなかっ

者数を記録しており、今年もアメリカ国内

評価されて合格を手にした。

た。
「イーグルスを代表するのは私だけでし

だけで1億人以上がテレビで観戦した。
連覇を狙うニューイングランド・ペイトリ
オッツ対、初優勝を目指したフィラデルフ

た。イーグルスのファンは私を応援するプ

活動 2 年目でチーム代表
プロボウルに選出される

ィア・イーグルスの戦いとなったフィールド

ラカードを手にして、私の名前を叫んで応
援してくれました」
。さらに、全世界が注目
するスーパーボウルの舞台にも立ち、イー

で、一人の日本人が試合を盛り上げた。イ

NFL のチアリーダーはポンポンを持って

ーグルスのチアリーダー、シモーン・きみ

踊るだけの存在ではなく、内面、外面とも

か・ホリディがその人だ。

に美しく、知的な女性たち。

グルスを優勝に導いた。
プロボウル選出とスーパーボウル優勝。
NFL のチアリーダーの中でも、毎年1人だ

シモーンは米国空軍人の父親と日本人の

「NFLチアリーダーはボランティア精神も

けしか手にできない栄誉を経験したシモー

母親の娘として横田基地で生まれ、1歳ま

高く、愛情に溢れています。私も子どもた

ンは、大学卒業のタイミングも重なること

で日本で過ごした。その後は父親の赴任で

ちの模範となれるように気をつけています。

から、NFLチアリーダーから引退する。

ハワイやドイツで暮らした。日本語学校に

7 万人のイーグルス・ファンで埋まるスタジ

「イーグルスのチアリーダーとして活動し

通ったことはないが、家で母親から日本語

アムで踊る経験は言葉にし難いほどの経験

た 2 年間で信じられないような経験をたく

を教えられたので、日本語も不自由なく話

で、フィールドに出て行った瞬間に鳥肌が

さんさせていただき、ダンサーとしてだけ

せる。小学校 3 年生から高校を卒業するま

立ちました」

でなく、人間としても大きく成長させてもら

ではバージニア州で育ち、大学は芸術大

NFL のチアリーダーが試合で踊れるのは、

いました」と語るシモーンは NFL のフィー

学として名高いフィラデルフィアのザ・アー

年間10 試合しかない。学校や病院を訪問

ルドを飛び出して、エンターテインメント

ツ大学に進学。

したり、イベントに出演したりする仕事の

の世界でも輝いていくことだろう。

ハワイに住んでいた3 歳の頃にダンスと
出会い、フラ、バレー、タップを始めた。
あらゆるジャンルのダンスに親しんだ。

方が多い。
「踊るのは大好きだけど、新しい人と出
会って話すのも大好き。コミュニティに貢

「3 歳の時、テレビに出る人になりたくっ

献して、困っている人に助けの手を差し伸

て、ダンスを始めました。水泳やゴルフな

べる機会も与えてくれるイーグルスのチア

どいろんなスポーツもやったけど、ダンス

リーダーとしての活動は本当に楽しいです。

が一番好きで、いつも踊っていました」

NFL のチアリーダーとして人と接することで、

あらゆるダンスを経験してきたシモーン
だが、イーグルスのチアのオーディション
を受けるまでにスポーツチームを応援する
チアだけは経験する機会がなかった。

人に勇気と力を与えることができるのです
から」
そんなシモーンは2 年目の今季、NFL の
オールスターゲームであるプロボウルに選

大学で出会った先輩がイーグルスのチア

出された。NFL の各チームは、チーム代表

リーダーで、
「イーグルスのチアリーダーに

として1人のチアリーダーをプロボウルに送
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写真提供：Simone Kimika Holliday

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。

第３回

「〜っぽい」を英語で表現
フォーマルな文章やスピーチで使用する
のは避けましょう。
次に
「Like」
。 何 か に似 てい ること
や、何かしらの傾向が強いことを日本語
では
「〜みたい」や
「〜っぽい」と表現し
ますが、それに相当する英語です。し
ゃべり方や仕草、ジェスチャーなどが
まるで日本人のような外国人に
「日本人
っぽいね」と伝える場合は、
「You are
like a Japanese person.」
。そのほか
「Look(s) like 〜
（〜のように見える）
」
「sound(s) like 〜
（〜のように聞こえる）
」

「子供っぽい」
「風邪っぽい」など、日

と同様に、形容詞または名詞の語尾

「taste(s) like 〜
（〜のような味がする）
」

本語の
「〜っぽい」の英語表現の仕方は

に付け足すだけ。
「Childish
（ 子 供っぽ

のように、“Like”の前に任意の動詞を入

話す人や状況によってさまざま。その中

い）
」
「Selfish
（ 自分勝手な）
」のように

れて表現することもできます。

でもよく耳にする3つの表現方法を紹介

正式な単語になっているものもあれば、

最後に
「Taste(s) ＿ y」
。
「〜っぽい味

「Yellowish
（黄色っぽい）
」のように任意

がする」と表現する際、アメリカ人はよ

の単語の語尾に付け加えて表現すること

く語尾に
「y」を加えます。基本的には
「名

もあります。また時間や年齢など、おお

詞＋y」
。
「カボチャっぽい味がする」は
「It

まずは
「＿ ish」
。日常会話で口語的

よその数字を示す場合の
「〜頃」や
「〜

tastes pumpkiny.」となります。友達

な表現として用いられ、日本語の
「〜

くらい」の意味として使用可能。ただし

同士で使うかなりインフォーマルな言い

っぽい」を意味します。用法も日本語

会話で使うインフォーマルな表現なので、

方です。

します。どれも用法は簡単なので、覚え
ておきましょう！

例文

・I feel feverish. I might be coming down with a cold.

（熱っぽいな。風邪をひきかけているかも。
）

・I’ll be there around 8-ish.（８時頃に行きます。
）
・Your son talks like an adult.

（あなたの息子さん、大人っぽい話し方をしますね。
）
・This drink tastes really soapy.

（この飲み物、すごく石鹸っぽい味がするんだけど……。
）
・His story sounds a bit fishy to me.（彼の話ってなんか胡散臭いわ〜。
）︎
※ “Fishy” は「魚臭い」を意味するほか、
「胡散臭い」
「嘘っぽい」という意味としても使われます。
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Jun Senesac
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。
チャンネル

「Hapa 英会話」も見てね !

フ

ェイスブックが出始めの頃は、皆が

写真で作り変える作業を無意識にしてしまうか

競って自分のアカウントを作り、い

もしれない。写真や文章は時に簡単にウソ

ろいろなイベントを投稿したもの

をつく。その人間の心理を頭の隅に入れ

だ。投稿に
「いいね」をクリックしてね、と

ておくことも、情報社会には必要だ。そ

言われたことも何度かある。いいねの数

れをついに誰かが警告してくれたことに、

が多いとどんな良いことがあるのか分から

ホッとした。

ないが、それほど熱狂した時もあった。人

1カ月前にはフェイスブックの創始者で

気投票みたいなものだろう。誰もが、誰かと

ある、マーク・ザッカーバーグ氏でさえメッ

つながりたい。

セージを伝えていた。人の楽しい話題ばかり

どこのレストランのどの料理がおいしいか、リア

見ているとうつになることもあるから、それを回
第

ルタイムで載せる人も多かった。自分が足を運び、注
文しなくても分かるのだから、便利といえば便利では

回

59

ある。口コミ情報はお店にとって、何よりの宣伝だ。
かったね。友人、知人のバケーション写真はエキゾ
チックなリゾート地でのリポートだから、自分も疑似
体験をしている気分になる。いいなあ、羨ましいなあ
と思う。それらを見た後に PC を消すと、暗くなった

表と裏

家族旅行の写真を載せる人も多い。幸せそうで良

画面に自分の顔がぼんやり映っていたりする。

避したい。フェイスブックは誰でも簡単に情報を交換
し、交流できるのが創設の目的だった。そのために
は受けるだけではなく、あなたも身の回りのイベント
を積極的に発信して下さい、と。真偽の分からぬ情
報に振り回されず、自分が情報を見分ける賢い使い方
をしてほしいというメッセージだった。
警告は一度だけでは力がない。数回繰り返して、
やっと我々大衆の意識の中にじわじわと滲み込む。
最初に世の中の既成概念に逆らう警告を発するのは

その頃から数年を経た今日では、一年のサイクル

勇気がいる。自分が取ろうとしている行動は間違っ

で巡ってくるイベントは同じことが多いから、最初の

ていないか、何度も自分に問い直す。迷い、再考し、

年に比べたら大体二番煎じのものが多く、投

やろうとしていることは正しい、やらなけれ

稿も熱が入らなくなる。見る方もすでに知っ

ばならないと信念にまでなった時に、最初

ている情報だから、興味が薄くなるのは当

の一声を挙げることができる。リスクを背負

然だろう。初体験はいつもドキドキでフレッ

うその勇気が人々を揺さぶり、社会のムーブ

シュだが、二度目の体験は精彩を欠くのは仕

メントがゴトンと動き始める。たった1人で

方がない。人間はそれほど飽きっぽいもので

も、正しい意見は現実を動かす力になるの

ある。

がアメリカの魅力だ。最初は孤立無援でも、

半年前頃からテレビのニュースで、フェイ

広いアメリカ大陸にはあなたの意見に賛同

スブックやソーシャルメディアを見すぎること

し、助けてくれる人が必ず現れる、それが

の弊害が警告され始めた。他人の楽しい姿ばかりを

アメリカだ、と言われたことがある。なんて素敵な国

見ていると、自分の現実の生活と無意識に比べてし

だろうと思った。

まい、自分の現実が惨めに映る。気が滅入り、うつ

現実の困難はそう簡単には克服できない。一朝一

病を発症することもあると心理学者が指摘している。
自分の現実は、自分が一番良く知っている。楽しい
こともあるが、そうでないことのほうが多い。誰の現
実もそうであることを承知していても、家族の争いご
とを投稿する人はいないし、楽しそうな投稿は現実
の一部でしかないことを知っていながら、隣の芝生
は良く見えるものである。投稿者は、本当はバケーシ
ョンにウンザリしていたかもしれないのに、投稿には
幸せ一杯の写真を選ぶ。不完全な現実を理想の姿に
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夕には成果の見えない地道な努力と長い時間がかか
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。

る。おいしいものを食べてもバケーションに行っても、
一時しのぎだけで、また同じ現実が待っている。現
実を変えるのは、明確な思考、不屈の意志と行動力
だけだ。これは今も昔も変わらない。晴れやかな表
を支えているのは、いつも裏の暗い愚鈍な努力であ
る。そう自分に言い聞かせながら、今日も沢山の情
報の中から、何が事実なのかを手探りする。事実の
表と裏を見通したい。

第 67 回

特定されていない。今回の予兆を受けて、

緊急事態と連絡先
2 月14日、日本に一時帰国中の友人が

今朝は普段より多人数の警官がキャンパス
周辺に配置された。そして終日、学校側
ない。実際に、このフロリダでの事件は、

と警察とは密な連絡を取っていく。安全は

LINE で
「フロリダ、大変なことになってる

2018 年に入ってアメリカの学校を舞台に

我々の第一の優先事項だ。引き続き注意

ね」とメッセージを送ってきた。早速、ニ

した、死傷者が出た乱射事件として6 件目

深い監視を続けるが、保護者は学生に対し

ュースをチェックすると、パークランドに

だという。振り返ると、数年前にマサチュ

て、ソーシャルメディアに学校への脅迫の

ある高校で銃乱射事件が発生、多数の死

ーセッツの小学校の児童たちが襲われた

ような書き込みをふざけて行わないように

傷者が出ている模様だと報じられていた。

事件、ロサンゼルス郊外のサンバナディー

厳しく注意してほしい。また、学生本人は

「また、起こってしまったのか」というのが、

ノにある小学校での事件の記憶がよみがえ

周囲で不穏な動きを察したら、学校の時

ってくる。私たちが暮らす場所から車で15

間内なら学校当局に、時間外なら警察に

今回の事件では、マージョリー・ストー

分ほどのガーデナ高校でも、外部による犯

すぐに連絡してほしい。ソーシャルメディ

ンマン・ダグラス高校の元生徒が、アサ

行ではなく、高校生が持ち込んだ銃が暴発

アに学校への脅迫の書き込みをした者は

ルトライフル銃なるものを持ち込み、教

して重傷者を出すという事故もあった。

退学を含む処罰の対象となる。本日は通

正直な感想だった。

師を含む17人を殺害。テレビ局の取材に
答えた同校の高校生は
「数日前に学校内
で乱射事件に備えた訓練が行われたけれ
ど、あまり真剣に参加しなかった。だか

ソーシャルメディアに
学校への脅迫

常通りの授業が行われる。平穏で生産的
な1日となるように願う」
学校が常に最新の状況を知らせてくれる
ことは重要だ。そして保護者は毎年、新

ら現実に起こってしまって、どうしたらい

そして2月も終わろうとしている平日の

学年を迎えるたびに、緊急時の連絡先と

いか分からずパニックに陥った」とコメン

朝、ニナを高校に車で送り届けると、普段

して複数の電話番号やメールアドレス、さ

トしていた。誰しもが自分の身に降りかか

よりも見回りの警官の数が増えているよう

らに保護者本人に連絡がつかなかった時

るとは思わないだろう。また、たとえ真剣

な気がした。ドロップオフゾーンで車をチ

の親戚や友人の電話番号などを記入して

に訓練に参加していたとしても、目の前に

ェックする係のスタッフは、深刻な面持ち

届ける。以前は緊急時イコール地震などの

本物の銃撃犯が現れた時に、訓練と同様

で車内のドライバーをうかがっている。い

災害時だと理解していたが、最近はむしろ、

に冷静に対処できるはずがない。

つになく緊張した雰囲気が伝わってきた。

乱射事件に備えて、という意識の方が強く

帰宅すると、校長から次のようなeメー

なっている。そして、その連絡先を記入す

しかし、乱射事件は決して他人事では

ルが届いていた。
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る際には、身分証明に書かれた氏名と同

「親愛なる学生と保護者の

じ名前を届けなければならない。日本人

皆さん。レドンドビーチ警察

の名前は呼びにくいからと、アメリカンネ

が、複数の学生が関与した、

ームの通名を届ける人が時々いる。しかし、

当校を襲う可能性を示唆した

それが運転免許証に書かれた名前と異な

内容のチャットのスクリーン

る名前だと、緊急時に子どもを学校に迎え

ショットを当校に送ってきた。

に行った際に引き渡してはもらえない。
「緊

そのチャットでは、誰によっ

急時などまずないから」と書類記入を甘く

て、またいつ、その襲撃が実

見ていると、もしもの時に苦しい立場に追

行に移されるのかについては

い込まれるのは私たち親子なのだ。

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。

短期集中連載

第3回

ポジティブ皮膚科学のススメ

かゆみとアレルギー
今回はかゆみとアレルギーについての
話です。
まずはかゆみについて。人はかゆみを

親が専門的な仕事に就いている場合には、 学には、とてつもない潜在力が宿ってい
子どもがアトピー性皮膚炎になる割合が

ると感じています。皮膚という臓器が直

さらに高まることも指摘しています。

接視覚でとらえることのできる体表面に

想像させるものを見ただけで、かゆみや

最後に手荒れで悩んでいる読者の方

位置すること、美容やアンチエイジングと

かく行為を想起するといわれています。ま

も多いと思いますが、ある分析結果では、

いった領域との結びつきの強い診療科の

た皮膚表面には異常がなく、かゆみのみ

全体の20％が手荒れによる仕事の病休、

ひとつであることなどの理由から、人々の

がある場合には皮膚掻痒症と診断されま

10％が転職へつながっていることも指摘

心の持ちように強く影響している学問分

すが、最近の研究で、この皮膚掻痒症に

されています。手荒れの治療開始のタイ

野であると思っているからです。日々の生

かかると、血液と胆管のがん発症のリス

ミングが遅れることは、改善の妨げとな

活の中で、
「ポジティブ皮膚科学」を意識

クが高まることが指摘されています。さら

ることも指摘されていますので、たかが

することは、運を引き寄せ、人生を好転

に別の研究では、慢性的なかゆみによる

手荒れと放置せずに、早期の治療開始が

させていくきっかけになりうると考えてい

ストレスにより脳(記憶など)に影響を与え

大切です。

ます。これが、
「ポジティブ皮膚科学」の

る可能性が指摘されています。たかがか
ゆみと軽視できない場合もあるのです。
次にアトピー 性 皮 膚炎について、 最
近のいくつかの研究成果をお話しします。

28

大きなメリットです。

視覚でとらえられる皮膚は
心の持ちように影響する

私はこの
「ポジティブ皮膚科学」の可能
性を考えるたくさんのアイデアが、開拓精
神溢れるカリフォルニアの地に詰まってい

アトピー性皮膚炎発症のリスクについて

早いもので、連載は今回が最終回とな

るとも強く感じています。特にアメリカ第

は、生まれてから1年以内のヨーグルト

りました。
「ポジティブ皮膚科学」という新

二の都市であるLAは、美肌・アンチエイ

摂取が予防に寄与する可能性が指摘され

たなコンセプトを提唱したのは、私が世

ジング分野におけるカルチャーの最先端

ています。また、アトピー性皮膚炎には、

界で初めてのことと思います。従来の皮

都市です。また、エンターテインメントが

ビタミンD の不足が関与しているともいわ

膚科学は、皮膚の病気という視点が中心

盛んな LA において、皮膚科学も人に夢

れており、ビタミンDの不足を補充するこ

であるのに対し、
「ポジティブ皮膚科学」

を与え、人を幸せにすることができるとも

とで症状が改善する可能性も指摘されて

は医学を基軸としながらも、たとえば心

確信しています。

います。症状のコントロールがうまくなさ

理学や商学、政治経済学、理工学、環

今後も
「ポジティブ皮膚科学」というフ

れていない場合には、高い気温と日光へ

境学、情報学など多彩な学問領域との結

ィールドの構築を、自分のライフワーク

の暴露が関係しているとの指摘もありま

びつきにより、皮膚科学を応用した横断

の一環として前進させていきたく思ってい

す。一方で、高い湿度については有意な

的、学際的なコンセプトです。よって、
「ポ

ます。

関連性がなかったとも報告されています。

ジティブ皮膚科学」は皮膚の病気を持つ

さらには、母親の仕事とアトピー性皮膚

方々だけでなく、一般の人々を広く対象と

炎の関連を考察している興味深い論文も

しています。

あります。妊娠中に妊婦が労働していた

目的は、人々の気持ちを明るく前向き

場合、その間のストレスが、子どもがアト

にすることに尽きます。私がこのコンセプ

ピー性皮膚炎になる割合を高めるともい

トを考えるようになった直接のきっかけは、

われています。この論文においては、母

3.11、あの東日本大震災でした。皮膚科
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PROF IL E
小川徹●皮膚科専門医。UC デービス、ロン
ドン大学セントトーマス病院などを経て、現
在、UCLA Visiting Doctor、早稲田大学招聘
研究員。元慶應義塾大学研究員。医学博士、
MBA、公共政策の修士号を持つ。ご意見・ご
感想は、toruoga16@gmail.com へ。

知っトク法律

ミチコ・ノーウィッキ弁護士

CPTとOPT
（アメリカの学生のための
労働許可）の違いとは？ PART 1
今回は、CPTとOPT の 違いについて 2

るようなプログラムを受講している必要が

回に分けてご 紹介します。 学生ビザ
（F1

あります。CPT は教育機関が発行しますの

ビザ）でアメリカに滞在している学生は、

で、USCIS
（移民局）への申請は必要ありま

Practical Training を利用して専攻分野

せん。教育機関が CPT を承認すると、学

に関係ある仕事に就き合法的に働くことが

生が所持するI-20 の裏に会社の名前、開

できます。有効な F1ビザを持っている学

始・終了日、留学生担当事務所の指定職

生は、在学中にCPT
（カリキュラム・プラク

員の署名が記載されます。それぞれの教

ティカル・トレーニング）を使って労働する

育機関によってCPT に関する方針が違う

ことが可能なのです。また、学校を卒業し

ので、留学生は通っている教育機関の留

た後には、OPT
（オプショナル・プラクティ

学生担当事務所に相談してください。また、

ここで注意していただきたい点は、CPT を

カル・トレーニング）を使い労働すること

書類審査にかかる時間もそれぞれの教育

フルタイムの労働で365日使ってしまうと、

ができます。CPTとOPT はどちらも労働を

機関によって異なりますので、雇用主もプ

後にOPT を取得することができなくなると

許可するものですが、大きな違いがありま

ロセスにかかる時間の目安を確認しておく

いうことです。ですので、卒業後にOPTの

す。今回のPART 1では、CPT について説

といいでしょう。

申請をしたい方は、CPT を365日使いきら

明します。

ないよう注意しましょう。
CPT を申請するには、まずフルタイムの

CPT (Curriculum
Practical Training)

学生として2 セメスター
（1学年分）以上を
終了すること、もしくは一定の単位を取得
することが条件です。CPT を使用しての労

F1ビザを持つ学生がインターンもしくは

働は、学期中は週 20 時間までに限られま

Co-Op
（就業体験プログラム）として働くた

す。秋休みや夏休みなど学校が休みの時

めには、CPTと呼ばれるものを取得します。

期は、フルタイムで働くことができます。

これは学生が在学中にインターンシップな
どをするための労働許可です。学生が専攻

CPT が許可される期間は大学によって

しているプログラムの一環としてのインター

ルールが異なりますが、基本的には1学期

ンシップですので、通常、それが単位とな

（1セメスター）から364日までとなります。
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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。

おいしい納豆チャーハンの作り方をご紹介。納豆チャー
ハン!? と驚く方も多いかもしれませんが、これがなかな
かクセになる味なんです。納豆は炒めすぎるとおいしくない
ので、納豆を投入してからは素早く仕上げて！
副菜にはニラソースの豆腐ステーキ。ニラは火を通しす
ぎないよう、しんなりしたらすぐに火を止めて、手早く豆腐
ステーキの上に盛りつけてくださいね。

今日
の

主食

納豆チャーハン

【材料】（4人分）
温かいご飯......... お茶碗4杯分
卵..............................................4個
豚ひき肉...............................7oz
納豆................................2パック
青ネギ.....................................1束
サラダ油.......................大さじ1
しょうゆ.......................小さじ2
酒.....................................小さじ2
塩こしょう..........................少々

【作り方】
❶チャーハンを一気に4人分作るの
は難しいので、2回に分けて作る。ボ
ウルを2つ用意し、卵2個をそれぞれ
ボウルに割り入れて解きほぐし、お
茶碗2杯分のご飯をそれぞれに入れ、
よく混ぜ合わせる。
❷納豆は1パックずつ、たれとから
しを入れて混ぜ合わせる。青ネギは
みじん切りにする。

❸フライパンに油を入れず中火で熱
し、ひき肉を炒める。フライ返しや
菜箸を使ってぽろぽろになるように
炒め、火が通ったら一旦皿に移す。
❹空になったフライパンにサラダ油
大さじ1/2を入れて強火にし、①の
ボウル１個分を入れる。最初は木べ
らかフライ返しで切るように、火が
通ってきたら固まった部分を菜箸で

今日
の

副菜

豆腐ステーキのニラの
旨辛ソースがけ

【材料】（4人分）
木綿豆腐...............................1丁
ニラ........................................1束
片栗粉..................................適量
卵黄........................................1個
牛乳.............................. 小さじ2
サラダ油..................... 大さじ1
＜ニラソース調味料1＞
ニンニクチューブ........1㎝
ショウガチューブ........1㎝
豆板醬..................... 小さじ1
＜ニラソース調味料2＞
酒.............................. 大さじ2
しょうゆ............. 大さじ1.5
水.............................. 大さじ2
中華だし............ 小さじ1/2
ごま油..................... 小さじ1
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ほぐすように炒める。
❺中火にし、炒めたひき肉半分と納
豆1パック、青ネギ半分を加え、ざ
っくりと混ぜ合わせ、しょうゆ小さ
じ1を鍋肌から入れてさらにざっく
りと混ぜる。酒小さじ1、塩こしょ
うを振ったら強火にして水分を飛ば
し、火を止める。
❻もう半分も同様に作る。

【作り方】
❶豆腐は重しをするか、キッチンペーパ
ーにくるんで電子レンジに1分半かけて
水切りをする。
❷豆腐を縦横半分に切って4枚にする。
表面に片栗粉を薄くはたき、卵黄と牛乳
を混ぜたものにくぐらせる。
❸フライパンにサラダ油小さじ2を入れ、
②を中火で両面焼く。フライパンから出
して皿に盛りつける。
❹同じフライパンにサラダ油小さじ1を
加え、ニラソース調味料1を入れる。香
りが立ってきたら、ニラソース調味料2
のごま油以外を加え、次にニラを加える。
ニラに火が通ったら、仕上げにごま油を
加えて火を止め、豆腐ステーキの上に乗
せる。

