


CO
N
TE
N
TS

www.usfl.com

	 3	 FEATURE STORY   

	 ガラパゴスの旅
	  矢田侑三＆カズ高橋

 14	 愛すべき変わり者
	 	 ポートランドばかりがなぜモテる？　小野アムスデン道子
 小さく産んで地元が育てる

 15	 ドギーパラダイス　犬と人間の快適な生活　寺口麻穂
 噛む犬・噛ませる人間

 16	 ワインの常識非常識　斎藤ゆき
 ワインとテーブルマナーに見るカルチャーの違い

 17	 親としてもっと知りたい！　アメリカの学校パート３　福田恵子
 保健の授業の目的

	  		連載再開！
 18	 IT侍が斬る！システム、ウェブの裏世界　日比野泰
 欧米の顧客が獲れない理由

 19	 What's	Up	America?

 21	 シネマコンパス　はせがわいずみ
 現実社会を反映「X-Men: Apocalypse」

23  SPECIAL REPORT
	 	 シリーズ　アメリカ再発見 

	 	 夏も砂漠で遊べ！
	 パームスプリングス	佐藤美玲

 27	 おいしい簡単おうちごはん　名波はるか
 メカジキのソテー・トマトソース
 タマネギとツナのヨーグルトサラダ

 28	 美人帝国
 バージニアの休日〜ワイナリー編

 30	 耳より情報

 32	 ビジネス英語のケース・スタディー　ロッシェル・カップ
 メンバーの役割を明確にする

 32	 パズルdeブレイク

 33	 ファミリーコミック「ロビンの巣」　ロビンエリース＆ときかいと
 Lovely Chatting With You!

システムサポート株式会社

ハイブリッド・イグアナ

グンカンドリの雛

Photo by Kaz Takahashi

Photo by Kaz Takahashi

Ph
ot

o 
by

 M
ire

i S
at

o
Ph

ot
o 

by
 M

ire
i S

at
o



ガラパゴスの旅
文／矢田侑三（Text by Yuzo Yada）

写真／カズ高橋（Photos by Kaz Takahashi）

左から、愛嬌者のアシカの子供／アオウミガメ／アオアシ・カツオドリ
／じゃれ合うアシカたち

下段左から、溶岩サボテン／ガラパゴス・マネシツグミ／ベニイワガニ
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キト

↓
バルトラ島

↓
サンタクルス島

飛行機がバルトラ空港に着陸する約30

分前に、突然スチュワーデス3人が通路を

歩き出した。何をするのかと思うと1人

が頭上の荷物入れの扉を開ける。そして2

人目がスプレーで荷物入れに何かを撒い

ていく。3人目が撒き終わった荷物入れの

扉を閉めていく。手際よい作業だ。聞い

てみると、撒いているのは殺虫剤。本土

からの蚊や蠅などの虫が飛行機を通じて

ガラパゴス諸島に入り込まないようにす

るためだという。ユニークな生態系を保

つための努力に感心する。

窓から茶色の島々が点々と見える。空

港に到着。ここでも厳格な荷物検査を受

けた。長年の夢の実現はネイチャー・カ

メラマンであるカズ高橋氏のお陰である。

彼がガラパゴスの特異な動物たちの写真

集を作りたいということを聞いて、ぜひ

助手兼旅行記の執筆担当として同行させ

てくれとお願いしたのである。

クルーズ船「コーラル1」で7泊8日の

島巡りをする。真っ白な船は約30人乗

り。甲板でウェルカムドリンクで喉を冷

やしながら、旅の説明を受けた。船の上

を数羽の軍艦鳥が飛びかい出迎えてくれ

る。喉が赤いのが雄、白いのが雌、頭が

白いのが未成年だ。船室はベッドが2台と

シャワーとトイレ付きのバスルーム。狭

いが清潔で居心地がよさそうだ。

早速、サンタクルス島の沖に浮かぶ

Eden Isletに向かう。海は真っ青。風が心

地よい。ゴムボート「ディンギー」に乗り

換える。波が高いとディンギーの乗り降

りは少し難しい。

断崖にしがみつくように鳥が止まっ

ている。足とクチバシが青いカツオ鳥だ。

ガラパゴスには3種類のカツオ鳥が生息

する。一番の人気者はこの青足カツオ鳥。

足の水かきがきれいな水色でクチバシも

少し青みがかっている。

岩礁には海イグアナが群れていた。海

水に濡れて真っ黒。あまりの数に少し不

気味だ。断崖に沿ってシュノーケルをす

る。ディンギーから飛び込むと水が冷た

く気持ちがよい。色とりどりの小さい魚

がたくさん泳いでいる。魚を追っている

とアシカが1頭、目の前を横切ったのには

驚かされた。最初のシュノーケルなので

30分余で終える。

ディンギーの上では乗客がお互いに見

つけた魚の話で盛り上がった。みんな初

めてのガラパゴスの海なので気分が高揚

している。

久し振りのシュノーケルで体を動かし

たので夕食がおいしい。明日はどんな風

景と動物が待ち構えているのか、わくわ

くして最初の夜を過ごした。

イサベラ島

↓
フェルナンディナ島

朝、起きるとイサベラ島の絶壁が目の

前にそそり立っていた。天気は上々。デ

ィンギーで岸壁に沿って見て回る。1羽の

ガラパゴス・ペンギンが岩の上でポーズ

をとるように止まっている。動物園で見

るペンギンと比べると小柄だが、やはり

胸が白く背中が黒い。

ペンギンの近くには飛べない鵜が数羽

岩の上で体を乾かしていた。鵜の仲間と

しては世界で唯一飛ぶのを止めてしまっ

た鵜だ。それでも小さい羽を広げて岩を

よちよち下りて海に入り、魚を捕る。

私たちはディンギーから海に飛び込ん

エクアドルの首都キトから飛

行機で4時間。南米大陸から

1千キロ離れたガラパゴス諸

島。太古から独自の進化をとげ、

他では見られない珍しい生き

物が生息している。子供の頃か

ら、一度は訪れたいという長

年の夢がようやく実現した。

1日目

2日目

岩の上で羽を休めるブラウン・ペンギン

30人乗りのコーラルⅠ号

Fall 2016   U.S. FrontLine     4



口
を
開
け
て
挨
拶
す
る
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ

岩
に
び
っ
し
り
く
っ
つ
い
た
ベ
ニ
イ
ワ
ガ
ニ

まるで生きてる化石のサンタフェ・陸イグアナ

大きな音を立てながら回遊するカツオの群れ 岩にしがみつく海イグアナの群れ

（上）島にはいろんな花が咲き蝶が舞う
（下）水浴びする黄色アメリカムシクイ
（右）岩の上から愛嬌を振りまくガラパ
ゴス・ペンギン

イサベラ島の王様ガラパゴス・ゾウガメ
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だ。ごくごく小さいエビが無数に泳いで

いる。この豊富なプランクトンがガラパ

ゴスの海の生態系を作っている。数匹の

ウミガメに出合った。ゆっくりと前足を

ひらひらさせ泳いでいる。人が近づいて

も我関せず。

突然、海面に鳥山が立ち海が泡立って

いる。何事かと水中を見ると小魚の群れ

が逃げていく。その後ろからカツオが数

百匹群れをなして追いかける。カツオの

背中のきれいな縞模様がくっきりと見え

た。カツオと一緒に鳥の群れも遠ざかっ

ていく。

午後はイサベラ島の向かいに位置す

るフェルナンディナ島に行く。ディンギ

ーでマングローブの林に上陸した。林を

抜けると、岩まじりの浜辺になっている。

岩の上には、海イグアナが多数体を乾か

していた。互いに折り重なって動く様子

もない。砂浜にはアシカが10頭ほど寝

そべったり乳をやったりしている。我々

が近づいても逃げたり警戒したりしない。

のんびりとした平和な光景だ。

しかし岩の間にアシカの子供の死体が

あった。砂の上には干からびた海イグア

ナの死体も散らばっていた。一見、のど

かに見えても自然は厳しいのだと教えら

れる。

イサベラ島

↓
ビーグル湾

イサベラ島に上陸した。灌木の間を少

し歩くと、木陰に陸イグアナがひそんで

いた。陸イグアナは海イグアナに比べ色

が黄色っぽく、体も大きい。

更に進むと大きなガラパゴス・ゾウ

ガメが私たちの方に歩いてきた。少し周

りを警戒しているのか、首を伸ばしたり、

縮めたり。私たちは道の両側に座り、息

をのんでカメのお通りを見守る。まるで

お殿様のお通りを待つ村人のよう。カメ

はゆっくりと威厳を持って通り過ぎた。

島には香木が多く、幹を少し傷つけ

ると樹液が出る。さわやかな香りがして、

インセンスになるのだという。小鳥がさ

えずりながら飛びかっていた。ダーウィ

ンが研究したフィンチだ。時々、木の下

に陸イグアナがじっとたたずんでいる。

のどかな風景だ。

午後はビーグル湾へ向かった。1835年

にダーウィンが訪れた場所だ。また、捕

鯨船や海賊船が嵐を避けるために停泊し

た所でもあり、岸壁には船の名前や水夫

の名前だろうか、いろいろな落書きが見

られる。

170段の急な木製の階段を上ると、青

3日目
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い水をたたえたダーウィン湖が見えた。

更に進むと溶岩の岩山。息を切らして頂

上に到着すると、溶岩台地がまばらに緑

に被われて海までなだらかに続いている。

しばし雄大な風景に見とれて、ひと休み。

アクティビティーの後は、甲板のデッ

キチェアーで本を読んでうつらうつらす

る。潮風に吹かれて、このひとときが私

にとって幸せな時である。夕食は甲板で

魚と肉のバーベキュー。夕日を眺めなが

ら、ワインを傾け、乗客同士でこんな動

物を見た、あんな魚を見た、と自慢話に

花が咲く。乗客はほとんどがアメリカや

カナダから。香港からの若い女性も3名い

る。お互いアジア人なので話しが弾んだ。

サンタクルス島

サンタクルス島で、チャールズ・ダー

ウィン研究所を訪れた。ここではガラパ

ゴス・ゾウガメを卵から孵化させて育て、

大きくなったら自然に返している。甲羅

の形が島によって異なるため、甲羅を見

ただけで、どの島の亀だかわかる。甲羅

が高く盛り上がった種類や甲羅が平らな

種類などが見られる。

ゾウガメは体も大きく、長時間餌なし

5日目

溶岩サボテン

今でも火山が活動するフェルナンディナ島

海藻を食べる海イグアナ、
背中には研究用の番号

農園に行く道ではゾウガメが最優先、車は彼らが通りすぎるまで待たねばならない

（上）波に洗われるベニイワガニ　（右）打
ち上げられて白骨化した大きなクジラ
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で生きることができるため、船乗りの食

糧として重宝され、乱獲された。既にガ

ラパゴス諸島の何種類かのゾウガメは絶

滅した。

1971年にガラパゴス諸島のビンタ島で

発見されたその島の最後のゾウガメはロ

ンサム・ジョージと名付けられ、この研

究所に送られ保護飼育された。繁殖が試

みられたが、高齢のためか子孫を残すこ

となく2014年に死んでしまった。推定年

齢100歳以上だったそうだ。

こうしてビンタ島のゾウガメは絶滅

してしまった。人間の愚かな行為がどれ

ほど多くの動植物を絶滅に追い込んだか。

特異な進化を果たした動物を後世に残す

ための努力がこの研究所で行われている。

サンタクルズ島の農園で
野生のゾウガメの大きさ
にびっくりの矢田さん

ダーウィン研究所で飼われているゾウガメはなんとなくひ弱に感じられた

ダーウイーン研究所のイグアナ
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とても珍しいハイブリッド・イグアナ、海イグアナと陸イグアナの混血で鋭い爪で木に登ることができる

ウチワサボテンの黄色い花

ガラパゴス・ノスリの夫婦

愛嬌者のアシカ

落ちたサボテンの葉を奪い合う陸イグアナたち

低く滑降するガラパゴス・ノスリ
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サンタフェ島

↓
サウスプラザ島

海の動物にも興奮させられる。サンタ

フェ島に上陸すると、真っ白な砂浜でア

シカの家族が20頭ほどたわむれていた。

数頭の母親が集団で子供を遊ばせている。

まるでアシカの幼稚園だ。

浜辺の近くの岩礁でシュノーケルをし

ていると、10頭以上のアシカが泳いでい

た。餌を取っているというより仲間同士

でじゃれ合って泳ぎを楽しんでいるよう

だ。静かにアシカの群れに近づく。逃げ

ないどころか、泳ぎがうまいだろうと自

慢するように体をくねらせて私の周りを

泳ぎ回る。手を伸ばすとアシカの背中に

一瞬触れる。そしてすーと遠ざかってい

く。海中でアシカと一緒に泳げるなんて、

なんと素敵な体験だろうか。感動する。

サウスプラザ島では、上陸すると直ぐ

に大きなウチワサボテンの木があり、そ

の下に陸イグアナが10数匹群がっていた。

落ちてきたサボテンの葉を取りあってい

る。サボテンが彼らの重要な食糧だ。

1本のウチワサボテンの木の枝にイグア

ナが1匹止まっていた。ガイドによるとこ

れはハイブリッド・イグアナでとても珍

しい。サンタクルス島の海イグアナ（これ

は大型）が、この島の雌の陸イグアナと交

配してできたという。海イグアナは鋭い

爪を持っているので、陸イグアナと違っ

て木に登る。色は陸イグアナのような黄

色でなく、海イグアナに近いグレーの濃

淡の縞模様が背中にある。

赤い日本のポーチュラカに似た草が一

面に生えていた。地面が燃えているよう

だ。ワシの一種のガラパゴス・ノスリの

つがいが、ウチワサボテンの木に止まっ

て周りを見回していた。

島の南側は断崖絶壁になっていて、赤

目カモメや軍艦鳥が巣を作り、赤足熱帯

鳥が長い尻尾をたなびかせて飛んでいる。

まさに鳥の楽園だ。

ノースセイモア島

↓
サンタクルス島

ノースセイモア島に上陸。小さな島で

島の大半が軍艦鳥の営巣地になっている。

雄は喉が赤く、雌を誘惑するために赤い

喉を膨らませ、時々羽を広げ甲高い声で

啼く。喉が白い雌は、雄の誘惑の動作を

6日目

7日目

セスビュームの赤い絨毯とウチワサボテンのサウスプラザ島
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赤い喉袋を膨らませて雌を誘惑する軍艦鳥

足を上げて滑稽な青足
カツオ鳥の求愛ダンス

青
い
水
を
た
た
え
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
湖

白
い
羽
毛
に
覆
わ
れ
た
軍
艦
鳥
の
雛

岸壁でくつろぐ海イグアナと
青足カツオ鳥
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見ている。１週間お互いを見定めてから

交配する。真っ白な綿毛のような体をし

た赤ちゃんの軍艦鳥も見られる。

トレイルを歩いていると青足カツオ鳥

のつがいに出合った。雄が青い足を交互

にあげて、尻尾を立ててダンスを始める。

雌は素知らぬ顔をしているが、少しする

と気に入ったのか、やおら青い足を同じ

リズムで動かす。そして互いにクチバシ

を絡ませ甲高い声で啼く。これでカップ

ルが成立だ。とても滑稽な動作に吹き出

してしまった。

サンクリストバル島

↓
キト

船は最後の目的地サンクリストバル

島に到着。今日で楽しかったクルーズも

終わりだ。港沿いに商店街、レストラン、

ホテルなどがある。昼まで自由時間なの

で街をぶらぶらする。アシカがベンチや

道路に寝そべっている。まるで彼らの街

のようだ。でも、臭いがきつい。

喫茶店で地元のスイーツを食べてのん

びり今までの出来事を反芻する。初めは

74歳の私にとっては体力的にクルーズの

アクティビティーについていけるか心配

したが、それも杞憂に終わった。ほとん

どすべてに参加できたばかりでなく、大

いに楽しめた。これほど興奮、感動した

旅は初めてだ。

飛行機がサンクリストバル島の空港を

飛び立ち、ガラパゴス諸島の旅が無事終

了。この旅に備えて体力作りをした甲斐

があったということだろう。まだまだ気

は若い。次回はどんな旅が待っているか。

それに備えてまた日々鍛錬しておこうと

思った。

8日目

矢田侑三

1941年京都生まれ。大学卒
業後、商社に勤務。40代半ば
で退社し、一念発起して大学
院に入学し、言語学の修士号
を取得。外国人のための日本
語教育に専念。国際交流基金
の海外教師派遣プログラムで、
カイロ大学とテヘラン大学で
教える。その後ザグレブ大学
で教え、70歳で教師生活を終
えた。東京で、悠々自適の引
退生活を送っている。

抱卵中のアカメ・カモメ

色とりどりの花に蝶や蜘蛛 アシカが寝そべるベンチに座る矢田さん（サンクリストバル島）
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 写真家が見たガラパゴス
数年前、僕は一度ガラパゴス諸島への

旅行を計画したことがあった。しかし経

費の関係で計画は頓挫した。7泊8日の

日程で5千ドルの経費は僕には高すぎた。

そして日本で買ってきたガラパゴス諸島

の旅行案内書も本棚の奥に埋もれてしま

っていた。

そんな時友人を介して東京に住む矢田

さんという方からメールが届いた。「私は

子供の頃からガラパゴス諸島に憧れて一

度は行ってみたいと思っていました。貴

方が旅行を計画していることを知人から

伺い一緒に連れて行っていただけないか

お願いしているところです」

僕ははじめ乗り気しなかった。カメラ

マンと一緒の旅行は写真を撮らない人に

とっては退屈で、喧嘩になることさえあ

る。だから僕のこれまでのアメリカ国立

公園の旅はほとんど一人旅だった。それ

に彼の74歳という年齢から（僕ももう70

近い初期老人の部に入るが？）ハードな

行程についていけるか心配だった。

しかしメールでのやり取りの後、実際

スカイプで話してみて心配は危惧に終わ

った。とても気さくで子供みたいな夢を持

ち続けている人だとわかった。そしてジム

に通い体力の維持にも努めているという。

僕は安心して旅の計画を始めた。以前

コンタクトした旅行代理店のインターネ

ットにアクセスしてまず安いクルーズ探

しから始めたが、3年前からして料金はさ

らに値上がりしていた。7泊8日のクルー

ズで、安くて4千ドル、アッパーデッキ

のファーストクラスは5千ドル以上が相

場だった。日本の代理店が取り扱ってい

るクルーズも調べたがやはり割高だった。

僕たちは部屋は狭くて窮屈でも最小限

7泊8日の日程の旅を探した。経費を安く

しようと思えば4泊5日や、ひとつの島

に留まってそこから日毎のクルーズで島

巡りをする旅などあるが、この旅は一生

に一度の旅になるだろう。できるだけ長

く滞在して島々を回りたかった。

そして乗客30人の中型船で1人3300

ドルの「コーラル1」が見つかった。僕は

矢田さんの了承をもらうとすぐに予約し

た。後でわかったことだったが乗客30人

の中型船を選んだのは本当にラッキーだ

った。ゴムボートでの乗り降りや食事な

ど大型船に比べとてもスムーズに行われ

たからだ。

一度諦めたガラパゴスの島々が、また

僕の頭の中いっぱいに広がってきた。そ

して国立公園を回ったあの時のパッショ

ンがまた甦ってきた。

この旅に備えて僕は1台のカメラを中

古で購入した。GoProという手の平に収ま

るオモチャみたいなカメラだ。最初は半

信半疑だったがこれがとても優れものだ

とすぐにわかった。以前は水中写真には

ニコノスや大きなハウジングをつけたカ

メラを使っていたが、GoProのおかげで迫

力のある動画を水中で簡単に撮ることが

できた。この紙面の水中写真は全てこの

動画から取り込んだものである。

そしてこの旅の集大成のビデオをYou 

Tubeにアップできた。

旅が終わってもう1カ月以上が経とう

としているのに、思い出は一向に色あせ

ない。友人にガラパゴスのことを話すた

びに羨ましがられる。旅から旅の人生を

送ってきた僕の中でもこの旅だけは特別

なものとなった。人生で一度は行ってみ

たいところ、その夢の島ガラパゴス諸島

がついに自分のものとなったのだった。

最後にこの旅の実現に手助け頂いた矢

田さんに心より感謝の言葉を贈りたい。

下記リンクからYouTubeにアクセスし

てください。皆さんとガラパゴス諸島の

旅の思い出を共有できたらカメラマンと

してこんなに光栄なことはありません。

YouTubeのビデオ：

Galapagos Islands Part-2（陸の動物たち）
www.youtube.com/watch?v=p8_7aZZsjxk

Galapagos Island Part-1（水中の動物たち）
www.youtube.com/watch?v=_1xagJ0522M

カズ高橋（高橋和男）
1948年鹿児島県生まれ。高校卒業後陸上自
衛隊入隊。301写真中隊（現301映像写真中隊）
で写真を学ぶ。除隊後東京のスポーツ新聞社
勤務。1983年フリーランスとして渡米、ス
ポーツカメラマンのかたわら同時に全米58
カ所の国立公園（現在59カ所）の撮影に挑戦、
約7年かけて全踏破した。写真集、「アメリカ
の遺産」「北米の野生動物」など。フロリダ州
ポンパノビーチ在住。
www.kaz-photography.com
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ジジズ・カフェ　Gigi’s Café
住所： 6320 SW Capitol Hwy, Portland, OR 97239

電話 :(503) 977-2233
http://www.gigiscafepdx.com

人気カフェの原点は
ワッフルのフードカート

ポートランドは、スモールビジネスからスタート

してもちょうどいい具合に成長していける街の規模。

フードカートから始めてカフェやレストランを構え

るオーナーが多いのはよい例だ。

ポートランドのダウンタウンからは車で30分と

少し離れたヒルズデールで、常に入店待ちの列がで

きるブレックファストからランチまでを専門にして

いる人気カフェ「ジジズ・カフェ」もそうだ。オーナ

ーは、笑顔がすてきなシャーリーン・ウェスラーさ

ん。2010年11月からダウンタウンでベルギー（リエ

ージュ）ワッフルのフードカートを始めて、4年後の

2014年にこの場所でカフェをオープンした。

「2009年まではレストランのシェフとして働いて

いたのですけど、経済状況が悪く閉店に。3人の子供

を抱えてどうしようかと思ったわ。でもボーイフレ

ンドの助けもあって、2010年に小さなワッフルのフ

ードカートをオープンしたの。ワッフルがよいのは、

キャンバスに絵を描くように、ベースをワッフルに

していろんな料理がクリエイトできるところ。リエ

ージュワッフルは最高のおいしいキャンバスよ！」

とシャーリーンさん。たしかにジジズ・カフェのワ

ッフルは、香ばしくかつふんわりとした風味でそれ

だけでもおいしいが、シンプルな味わいなので甘い

カラメルやクリームなどでも、ハムや卵料理でもい

ける。フードカートと違って、カフェではワッフル

以外のメニューもあるが、注文をした品を待ってい

る間に小さなサンプルのワッフルを出してくれるの

が、ファンづくりにも一役買っている。「フードカー

トはワンマンショーだけど、カフェで成功するには

いろんな人とやっていかなくちゃいけないわ」とい

うシャーリーンさん。このカフェのスタッフは、フ

レンドリーで本当にサンプルを出す時も「うちの自

慢のワッフルをどうぞ」という感じなのだ。

テレビのフード番組で
成功をつかんでいく

フードカート時代からも人気のワッフルだったが、

転機が訪れたのは2014年に参加した全米放映のフ

ードネットワークの「フード・カート・ウォー」と

いう大会で優勝したこと。優勝の賞品がワシントン

州ケルソーのモールでカートを6カ月間タダで借り

られる権利だった。その間に資金を貯め、現在のポ

ートランドのヒルズデールにレンガとモルタルでで

きた理想の場所を見つけて、カフェをオープンした。

この連載の第９回に登場した「ノンズ・カオマンガイ」

のオーナー・シェフもフードネットワークの番組の

チャンピオンで、今やフードカート2カ所にレスト

ランもオープンしている。ポートランドは、全米で

認められる味の実力派を輩出する街でもあり、そこ

からさらに愛される存在としてしっかり根付いてい

ける場所でもある。「甘いタイプのワッフルでは、シ

ャブレ（ヤギの乳のチーズ）ムースにバルサミコ酢の

カラメルソースとトーストしたピスタチオを添えた

ワッフルが私は好き。一番人気は、フライドチキン

とワッフルというカフェになってから始めたメニュ

ーよ」とシャーリーンさん。まだ、店を始めてから2

年なのだが、気分を変えたい朝ごはんはここでとい

う人や、毎週末ここでブランチという常連さんも多

いカフェ。今やすっかり昔からある地元ご自慢の味

のようになっているのもポートランドらしい。

「小さく産んで 
   地元が育てる」

オ
ム
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ツ
や
ハ
ッ
シ
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で
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で
も

ど
ち
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も
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い
し
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小野アムスデン道子
 （Michiko Ono Amsden）

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: ono_travel
Instagram: 

michikoonoamsden
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私は今まで犬に噛まれたことがありま

せん。愛犬とだけの生活ならそんな人は

珍しくないと思います。しかし、私の場

合、仕事柄携わってきた犬の数は数千頭

か、それ以上。それでも噛まれた経験が

ないのは、犬に噛ませないようにしてき

たからです。今回は、噛む犬と、その裏

にいる噛ませる人間についてのお話です。

「やめてください！」

愛犬ジュリエットがまだ元気だった頃

の話です。友達家族とBBQをした時、い

つもジュリエットを可愛がってくれる男

の子が、その夜は執拗にジュリエットを

追い回し、べたべた体を触っていました。

疲れていたジュリエットは必死で避けな

がら、私に一生懸命目配りをして助けを

求めていました。しかし、大人たちは話

に夢中。ついつい放っていたその時、ジ

ュリエットが男の子の頬を鼻で突きまし

た。びっくりした男の子は大泣き。ジュ

リエットはしっぽを丸め震えていまし

た。幸い、鼻で突く程度だったので男の

子が傷付くことはなかったのですが、が

ぶっと噛んでいたら一大事でした。ジュ

リエットは私に思い切り叱られましたが、

ここで一番悪かったのは飼い主の私です。

ジュリエットが必死でSOSを出していた

のに仲介しなかったために、彼女は自分

で何とかしようと、鼻で突く動作で表現

したのです。私は自分の罪を深く反省し、

二度と愛犬が「やめてください！」という

気持ちを、噛むなどの行動に出させない

ようにしなければ、と心に誓いました。

犬は不快を感じる時、色んな形で意

思表示をします。しかし、それらを見逃

してしまうと、犬は噛むという行動に出

ることもあります。人を噛んでしまうと、

「噛まれた人間」と「噛んだ犬」という二つ

の被害者を作り出してしまいます。なぜ

なら、人を噛んだ犬は「悪い犬」というレ

ッテルを貼られてしまい、最悪のケース

は殺処分に至ることもあるからです。

犬を知る・犬を読む

シェルターで勤務していた時は、噛

まれても不思議ではないほど精神的に

ぎりぎり状態の犬を毎日扱っていま

した。そんな犬達に噛まれないため

には、まず、彼らの「やめてくださ

い！」という理由と表現を理解する

必要がありました。そして、こち

らには敵意もないが、犬のことを

恐いとも思ってないことを示し、

どうしたら彼らから信頼を得て、

安心を与えられるかということ

だけを考えました。助けたいという気持

ちを誠心誠意で伝え、噛ませないように

しました。

犬は理由なく人を噛みません。その理

由の多くは、恐怖やストレスや欲求不満

からくるものです。触られるのが嫌い、

または人間が苦手なのに、上から手を出

し、頭を撫でられた犬は恐怖でストレス

を感じます。スペースをくれとサインを

送っても人間が無視すれば、犬はどうし

ていいか困惑します。庭で一日中繋がれ

たままや、家から外に出たことがない犬

は欲求不満で一杯です。そして、それら

のストレス発散法を「噛む」という形に

移すことも多いのです。犬が人を噛まな

いためには、犬がフラストレーションを

溜めたり、恐怖感やひどいストレスを感

じたりするような機会を作らないことで

す。犬は人間に説明も弁護もできません。

正当防衛で人を噛んでも、「噛む＝悪い

犬」になります。犬と平和に共存するには、

人間が、犬の習性や本能をしっかり学ぶ。

犬をもっとリスペクトする。それが、犬

と人間の快適な暮らしへのカギなのです。

次回は、「容姿の落とし穴」と題

し、見た目に囚われやすい人間と、見た

目は関係ない犬との間のギャップについ

ての話です。お楽しみに！

事故のないよう、大人が責任を持って子供と犬を監督

する
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てらぐちまほ　在米27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

www.doggieproject.com

噛む犬・
噛ませる人間



近年はどこの国でもテーブルマナーが

緩やかになってきている。略式社会のア

メリカでは、高級レストランで食事をし

ていても、ナイフとフォークをきちんと

使いこなす人は少ない。大抵はナイフを

使わずに、利き手に持ったフォークをナ

イフ代わりに使っている。日本人を含め

て東洋人に多く見られるテーブルマナー

に、肩肘をついて食事をするという所作

がある。いずれも美しいとは言い難い。

ワインを飲む際に、一番気になるマナ

ーは、柄（ステム）を持たずに、直接グラ

スを持つことだろうか。折角ワインに手

が触れないように設計されていても、こ

れでは意味がない。ステムを持つことで、

ワインに手の温度が伝わらないように配

慮されている。ワインやシャンパンは温

度の変化に、とても敏感なのだ。とは言

え、近年大手の高級グラスメーカーが 、

ステムのない普通のグラスを「ワイン用」

として売り出した。全く、流行（？）に敏

感なメーカーである。

きちんとしたレストランでは、注文し

たボトルを席の脇に設置したクーラーに

入れ、タイミングを見計らって注ぎに来

てくれる。とは言え、飲むペースの早い

客や、混んできたレストランで、ソムリ

エと客のタイミングが合わないことがあ

る。こういう場面で、待ちきれずに席を

立ち、 ボトルを取ってきて手酌する人が

いる。あまり品が良いとは言えない。 か

く言う筆者も、東京っ子でニューヨーカ

ーという「滅法気の短い」タイプで、「トロ

イ」サービスにイラつくことがある。そん

な時には、とりあえずソムリエを呼ぶか、

あらかじめ「自分たちのペースで飲みたい

から」と瓶を手の届くところに置いてもら

い、「自分で注ぐから気にしないで」と一

言言っておく。高級なレストランであれ

ばあるほど、気をつけるのでこちらで給

仕させてくださいと言ってくるが、その

際には余裕の笑みを浮かべて、「実は互い

にワインを注ぐのが楽しいの」とでも言い

含める。

また、当人に悪気はないが、自国以

外のマナー知らずで、誤解を招くことも

多々ある。先日、日本からの出張者と

会食をした。男女混合のテーブルで、ウ

ェイトレスが女性に椅子を引いた瞬間に、

男性の上司がその席に座り込んだのには、

驚いた。戸惑ったウェイトレスが気を取

り直して、まず女性から注文を取ろうと

女性の席に近寄った瞬間に、隣の男性社

員がそれを遮るように自分の注文をする。

また、商談中にもかかわらず、英語を解

さない女性が、甲高い声で日本語で内輪

話をする。やんわりといなしたが、いず

れも現地の人に違和感を残す 。

当然、外国人も日本を訪問する際には、

日本の常識を学ぶべきだ。長蛇の列がで

きるサラリーマンのランチタイムなのに、

食べ終わった後も悠々と長居するのは美

しくない。これがアメリカなら、長々と

食べている人のペースを尊重して、さっ

さと他の店を探すのが普通だ 。また、ヨ

ーロッパであれば、誰も文句を言わずに

じっと自分の番を待つ。彼我の常識、カ

ルチャーの違いだ。

見ていて気の毒になるのは、 マナーを

意識し過ぎて不自由な思いをしている人

だ。切れ味の悪いナイフと格闘したり、

不自然なデザインで使い勝手の悪いフォ

ークやスプーンに我慢したりする必要な

どない。さっさと手でつまんだり、違う

道具に換えてもらったりするのが良い。

マナーとは所作の美しさであり、人に不

快感を与えないことだが、自身が目の前

の食事やワインを心から楽しむことがで

きなければ、本末転倒である。マナーの

ためのマナーなど、あってはならない。

ワインとテーブルマナーに見るカルチャーの違い

テーブルサイドでデカンタをする

乾杯はグラスを胸の位置に掲げるだけ
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もうすぐ中学も卒業という時期の８年

生の５月、ニナはヘルスの授業を受講し

始めた。ヘルスは日本語で言う保健。体

育の教師が教えるのだろうと思ったが、

ニナに聞くとサイエンス（理科）の教師が

担当だと言う。

保健のクラスでは、まず、何について

学びたいか、生徒にアンケートを取った。

HIV/エイズ予防、避妊、アルコール、ド

ラッグ、喫煙、自殺などの項目からニナ

は自殺を選択。そう言えば、以前、日本

での自殺率が非常に高いことを知った彼

女、「日本人は精神的に不安定で不健康だ」

と友達に説明していたことがある。

HIVとエイズに関しては、望もうが望

むまいが、全員が学ぶことになる。私自

身、３年ほど前に、日本のHIV予防啓蒙

団体のハンドブックの調査のために、ア

メリカ人の若者を対象にしたHIVとエイ

ズに関する街頭インタビューに携わっ

た。あの時、ほとんどの回答者が、学校

でHIVについて学んだと答えていた。そ

して、正しい知識こそが予防につながる

と断言する人が少なくないことに安心し

た。私はあの意識調査を通して、アメリ

カの学校の保健とは、「健康的な生活を送

れる大人になるための必須科目」なのだ

と改めて認識した。

29歳で何をしているか？

さて、アンケートとは別に、保健担

当の教師からいくつかの質問が出された。

テーマは「あなたの将来像」だ。

質問は次の通り。「29歳になった時、

あなたはどんな職業に就いているか？」

「月収はいくらか？」「大学は卒業したか？　

卒業したとしたら、どこの何という大学

を出たか？　何を専攻したか？」「29歳

の時点で、結婚しているか？　子どもは

いるか？　いるとしたらどんな家族か？」

「どこの国のどこの街に住んでいるか？　

どのような住居か？」「29歳の時点での

理想的な１日を記述せよ」「そのような大

人になるために、十代のうちにやってお

くべきことを３つ挙げよ」

これらの質問は学校のウェブサイトの

教師のページに表示され、生徒はオンラ

イン上で回答するシステム。詳細は割愛

するが、ニナは日本の大学を卒業し、29

歳の時には日本の中学校で英語を教えて

いると答えた。少し前は建築家、さらに

その前はアメリカの中学で日本語を教え

ると言っていた

のだが、そうい

う年頃なのか、

なりたい仕事が

二転三転してい

る。

理想の１日に

ついては、健康

的な朝食を食べ

て学校に向かい、

生徒たちには英

会話が話せるよ

うになるため

のオリジナルな教材を提供、特に動画を

通して使える日常会話を教えると書いた。

そして、日本の中学生が英語とアメリカ

を好きになるように努め、自分は日本と

アメリカの橋渡しをするのだ、と。最後

の質問、「そのために十代のうちに何をす

べきか」は教師の狙いそのものだ。ニナ

は「大学に進学できるように良い成績を

維持すること」「将来、生徒の気持ちがわ

かった上で教えられるように、人助けや

ボランティアなど奉仕活動を経験するこ

と」「知識習得のため、たくさんの本を読

むこと」と書いた。自分がなりたい大人

になるための目的意識を育むことが保健

の授業の意図であるなら、これらの質問

は非常に有意義なものに思える。

将来像について思いを巡らせた後は、

男性の生殖機能についてのお勉強。保健

の教師からは、各器官を物に喩えた上で、

生殖成功までの流れを物語にしてレポー

トするという、何ともクリエイティブな

お題が出されたのだった。まさに大人に

なるための必須知識だ…。

保健の授業の目的

17     U.S. FrontLine   Fall 2016



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. 代表

多忙にて半年ほど、休載を頂いており

ましたが、原稿の締切に追われない生活

は、本当に素敵でした（笑）。とりあえず

半年ほど、またお付き合いください。

最近、日本からアメリカ市場など、欧米

進出を画策されている企業からの問い合

わせをたくさん頂きます。日本の景気低迷、

もしくは市場の閉塞感からか、新規市場を

求める企業が増えているのかもしれません。

英語圏の顧客獲得が困難な理由として、

文化や価値観、言語の違い、挙げればき

りがないのですが、ほとんどのケースは、

それ以前の極めて基本的な問題で失格し

ていると言えます。それは「相手に対する

尊重」の欠如です。

先日も何件か、現行英語サイトのコン

テンツの質や進むべき方向性など、コンサ

ルティングサービスとして、色々とフィー

ドバックをさせて頂いたのですが、当社の

ネイティブのマーケッターたちの指摘が、

日系企業のグローバル展開で、よくありが

ちな問題にかなり共通していたので、可

能な部分で、少し共有しようと思います。

スタンスは、見透かされる

サイトデザインはモダンで、レスポン

シブWebデザイン（モバイル対応サイト）

になっており、他の競合のスモールビジ

ネス感溢れる、古いサイトと比較すれば、

明らかに大手の先端企業のイメージ。

ところが、マーケッターの総評は、「英

語のネイティブのクライアントを、本気

で獲りたがっているようには見えない。

誰かがパッションを持って仕事をしてく

れる気がしない。高いクオリティのサー

ビスは期待できない」といったネガティブ

なものでした。

理由は複合的でしたが、一言で言えば

「英語の雑さ」で、トップページからも、

直訳もしくは非ネイティブ英語があまり

にも目立つとのことでした。

具体的には、（日系企業で軽視されがち

な）誤字や大文字・小文字の不統一、スペ

ース規則無視などが多々ある上、ロジッ

ク的に整理されておらず、短いセンテン

スひとつ理解するにも、かなりの労力と

努力を必要とするらしいのです。

コンテンツに掛けられている、努力や

ケアの乏しさ、ビジネス上での英語（サイ

ト）のプライオリティの低さが透けて見え

るため、ネイティブからすると、本気さ・

尊重を全く感じられず、舐められ、雑に

扱われている感覚にしかならない、とい

う指摘です。

完璧な英語が必要か？

一般的に、提供している商品・サービ

ス・技術が唯一無二、もしくは希少価値

があり、競合が全くいなければ、たとえ

英語サイトの質が酷くても、ビジネスが

成立する可能性は高いと言えるでしょう。

ただそういうビジネスは稀で、特にオン

ラインでは、基本的に同業他社の大半が

競合となり、その中から、選択肢に入れ

て貰えるかを競うことになります。

デザインも古い競合サイトでも、タイ

ポもあり完璧な英語ではなくとも、スム

ーズでよく整理され、その分野の専門性

を感じさせたり、人間味やパッションを

感じさせたりすると、非ネイティブなが

ら一生懸命何かを伝えようと、ベストを

尽くしているのが伝わってくるため、真

面目さや誠実さも伝わり、好評価でした。

重要なのが、「英語が下手であっても、

それは相手の人格や仕事っぷりの評価で

はない」ことです。アメリカに住んでい

れば、誰でも実感できると思うのですが、

内容がクリアにさえ伝われば、たとえ完

璧な発音や文法でなくとも、相手に咎め

られるわけでもなく、ごく自然にやり過

ごすことができるはずです。

見た目も文体もクールな、大手のブラ

ンディング路線の場合、そこに拙い英語

が来ると、逆にコンテンツを雑に扱って

いると受け取られ、英語圏の潜在顧客へ

の細かいケアもなく、（大手の横柄な企業

体質的）ネガティブな印象を際立たせるこ

とになります。

大手のブランディングであれば、雑

さは許されず、完璧さを要求されますし、

スモールビジネスであれば、謙虚さや愛

嬌、パッションを感じさせると刺さる場

合があり、自社がとるべき路線を正しく

見極める必要があります。

英語の質とSEOとの関係

多くの誤字や機械翻訳を含む、拙い英

語のページは、実はSEOにも色んな悪

影響を及ぼす可能性が高く、例えばペー

ジを量産するために機械翻訳を多用する、

一昔前のスパム手法があり、図らずとも

その類のページと、検索エンジンに見な

される可能性があります。

また英語のネイティブが、拙い雑な英

語ページへ訪れた場合、そのまま離脱す

る可能性も高く、サイトの滞在時間も短

くなりがちです。それらは、コンテンツ

の品質評価をかなり重要視するようにな

っているGoogleから、ロー・クオリティ・

スコアとして、罰則を受ける可能性が高

いのです。

欧米の顧客が獲れない理由
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米国籍を放棄する人が急増している。

ワシントン・ポストによると、内国歳

入庁（IRS）は米市民権を放棄した人の氏

名を3カ月ごとに公開しており、2016年

1〜3月はこの数が1158人と08年同期

の10倍以上を記録した。15年は通年で

4279人だった。

米国籍を放棄する人は08年以降増え続

けているが、特に増加ペースが上がり始

めたのは13年から。このため15年6月

に大統領選出馬を表明し、共和党候補指

名を確実にしたドナルド・トランプ氏が

原因とは考えにくく、米国人が海外に所

有する資産の報告義務や罰則を規定した

新しい税法の導入によると見られている。

新規制には「外国口座税務コンプライア

ンス法」（FATCA）と呼ばれる項目が組み

込まれた。外国の銀行に顧客が米国市民

かどうかの報告を義務付け、違反した場

合は米国内の金融取引収益の30％という

厳しい罰金を設定している。海外に資産

を持つ個人にも申告を義務付け、罰金は

未申告1件当たり1万ドル。

大気中の二酸化炭素（CO2）を強制的に

減らし、地球温暖化を食い止めようとす

る研究が各国で行われている。そのうち、

アイスランドで進行中のCO2を岩石に変

えて地中に貯蔵するという計画が、速さ

と確実性で注目されている。

ニューヨーク・タイムズによると、CO2

を大気中から取り除く方法としては、大

量発生源から排出と同時に回収し、その

容器を地中や水中などに保管するいわゆ

るCCS技術がこれまでの主流だった。し

かし、これを商業規模で行っているのは

カナダの発電所1カ所のみで、問題も多く、

大量のCO2を大気中から排除するには多

額を投資して他の発電所や工場などに技

術を導入する必要がある。さらに、地下

貯蔵された気体または液体のCO2は漏れ

出す恐れもあるため、数十年もしくは数

百年にわたって貯蔵施設の監視を続けな

ければならない可能性がある。

これに対し、コロンビア大学ラモント・

ドハティ地球科学研究所（ニューヨーク

州）などのチームが進める計画「カーブフ

ィクス（CarbFix）」は、まず回収したCO2

を水に溶かし、特定の岩に注入して化学

反応を起こさせ、CO2を炭酸カルシウム

（方解石）に変えるという方法で、うまく

行けばCO2を永久に岩の中に封じ込めら

れるという。

自動販売機市場が進化し、ピザやブリ

トーなどの販売機まで登場している。

ブルームバーグ通信によると、自販機

食品開発ボックス・ブランズ（カリフォル

ニア州）のブリトー自販機「ブリトーボッ

クス（Burritobox）」は、すでにカリフォ

ルニアやウィスコンシン州などに25台置

かれており、今後50台が増える予定。ニ

ューヨーク市ではグランドセントラル駅

に1台置かれる。

ボックス・ブランズ共同設立者のデニ

ス・コチ最高経営責任者（CEO）は、ラン

チを自販機で買うことに抵抗を感じる人

がいることは理解しているが「これは自販

機ではなく自動化されたレストラン。ブ

リトー自体はすべて人間の手作り」と説明

する。レストランにも料理を供給する厨

房で作られたブリトーは、時に冷凍した

状態で自販機向けに出荷され、機械に入

れる前に解凍される。1日一回は担当者が

自販機をのぞき、在庫が新鮮かどうか確

認している。

一方、ピザの自販機（2万9920ドル）

を製造する24/7ピザボックス（フロリダ

州）によると、自動販売のピザにはまだブ

ランドがなく、各地のピザ店や加工食品

会社が好みのラベルで自社のピザを販売

する方式で、現在はフロリダやイリノイ

州シカゴのピザ店が試験販売中だという。

また、イリノイ州の回転寿司店スシ・

ステーションでは、オーテック製の寿司

ロボット（1万9000ドル）を2台使って

いる。

米国籍の放棄者が増加
原因はトランプでなく税制

What's 
Up

1

外食の自動化進む
ピザやブリトーの自販機も

What's 
Up

2

CO2を固形化、地下に貯蔵
アイスランドの研究で成果

What's 
Up

3
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糖尿病患者の生活を少しでも楽にする

ために、自家製ツールを作る人が増えて

いる。

ウォールストリート・ジャーナルによ

ると、カリフォルニア州サンディエゴに

住む小学3年生のアンドリュー・カラブリ

ース君は体がインスリンを作れない1型糖

尿病で、常に教科書とともに人工膵臓（す

いぞう）が入ったバックパックを背負って

いる。この人工膵臓は市販されておらず、

ソフトウェア・エンジニアである父親ジ

ェイソンさん（41）の手作り。自作するた

めの公開情報を集めたウェブサイト「オー

プンAPS（https://openaps.org）」を頼り

にした。人工膵臓は皮下センサーで5分

おきにアンドリュー君の血糖値を計測し、

必要な量のインスリンをポンプから補給

する。すべて親の責任で作ったが、学校

に持っていくことに関しては医師の承諾

を得ている。

自分や家族のために材料を購入したり

コードを書いたりして人工膵臓を作って

いる人は50人を超える。業界でクローズ

ド・ループ・システムとも呼ばれる人工

膵臓は、何十年も前から研究が続いてい

るが、センサー技術の向上で最近ようや

く血糖値の常時計測が可能になった。い

くつかの企業はすでにこうした装置の開

発に取り組んでいる。しかし商品の開発

や食品医薬品局（FDA）の認可には何年も

かかるため、技術と知識を持った一部の

人々は市販を待てずに自分で作っている。

FDAには医師や患者が手製の装置を使

うことに関しては何の権限もなく、それ

を販売または配布しない限り自家製イン

スリン・ポンプの使用を止める力はない。

子供の人工膵臓を手作り
糖尿病管理で親、市販品待てず

What's 
Up

6

花や風船など、病人への見舞い品に

関する制限を強化する病院が増えている。

雑菌を持ち込むなど体力の衰えた患者に

良くないからという理由だ。

ウォールストリート・ジャーナルによ

ると、ほとんどの集中治療室（ICU）は感

染症防止を理由に何十年も前から花の持

ち込みを禁じているが、今では多くの病

院が、アレルギー反応を懸念してラテッ

クス（ゴム）製の風船も禁止しており、こ

うした規制をステップダウン病棟、心臓

病治療室、小児科、分娩室などに拡大す

るところもある。

ニューヨーク・プレスビテリアン病院

の場合、ラテックス製だけでなくマイラ

ー（フィルム状のテレフタル酸ポリエステ

ル）製の風船、生花・ドライフラワー・造

花を授乳室や分娩室、移植を受けた患者

やがん患者病棟の周辺へ持ち込むことを

禁じている。広報担当者によると、花や

植物はアスペルギルスというカビが発生

する可能性があり、免疫力が低下してい

る患者の近くに置かないよう厚生省疾病

対策センター（CDC）が推奨しているため

だという。

一方、同じニューヨーク市内のスロー

ン・ケタリング記念がんセンターでは「フ

レッシュ・フラワー・プログラム」のボラ

ンティアが新しい入院患者のベッド周り

に季節の生花を置き、関心のある患者に

は毎週フラワー・アレンジングのクラス

も開講しているが、ICU、手術室、移植病

棟への花の持ち込みは禁じている。

国内の自殺者数が、この15年で急増

していることが厚生省疾病対策センター

（CDC）の最新統計で分かった。直前の15

年間は減少していたため、傾向の急変には

薬物乱用の増加や経済の不均衡といった要

因が関係している可能性も指摘される。

ウォールストリート・ジャーナルによ

ると、自殺は現在、米国人の死因の10番

目だが、同じく上位にある心臓疾患やが

んなどと違って1999年から2014年にか

けて24％も伸びたといい、特に06年以

降は年2％増とそれ以前より倍の増え方に

なっている。別のCDC統計でも、15年上

半期は自殺者の増加傾向は続いている。

99〜14年統計では、中年で男女とも

に自殺者が急増したこと、特に白人の余

命が短縮したことが目立った。45〜64歳

の白人女性の自殺者数は80％、白人男性

は59％増加した。

お見舞いに花や風船お断り
病院、感染症など懸念し

What's 
Up

5

自殺者数、過去15年で急増
経済悪化も一因か

What's 
Up

4
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現実社会を反映
「X-Men: Apocalypse」

アメコミのヒーローもので筆者が一番

好きなのがX-Menシリーズ。なぜなら社

会構造を巧みに反映し、我々に疑問を投

げかけるからだ。特殊能力を持った人々

をミュータントと呼び、そうした人々に

対して差別をしたり、自分と違うがため

に恐怖心を抱いたりし、それが元で生ま

れる確執が物語を構成していく。また、

ミュータント同士での意見の相違もドラ

マを生む。それは、人種や文化、宗教の

違いで差別や戦争をする我々の世界と完

全にオーバーラップしており、とても興

味をそそられる。

本作は、エジプトで復活した世界最初

のミュータント、アポカリプスが、世界

を支配するために、力を手に入れたいミ

ュータントを仲間に集め、プロフェッサ

ーXの持つ強力なテレパシー能力を手に入

れようとするストーリー。

シリーズの中で、悪役になったり正義

の味方になったりと、複雑なキャラクタ

ーとして描かれてきたマグニートが、本

作でも善と悪の間で揺れ動く。優しい性

格なのに、不運や誤解で悪に傾倒してし

まうのだ。そんな彼を許し、支えるプロ

フェッサーX。本作は2人の篤い友情も見

どころのひとつだが、筆者としては、プ

ロフェッサーXがハゲになった理由が解明

されたのが嬉しかった。

ちなみに、アポカリプスに扮するの

は、「Inside Llewyn Davis」の好演で各

映画賞を賑わし、ハリウッドで注目され

るようになったオスカー・アイザック。

「Star Wars: Episode VII - The Force 

Awakens」で反乱軍のパイロットに扮し

た彼は、本作の出演で話題のSF大作を

ふたつ制覇したことになる。次なる活躍

を楽しみにしたい。筆者としては「Star 

Trek」か？　と期待してしまうのだが果た

して。（5月27日公開）

ジョニデがウザい?!
「Alice Through the Looking 
Glass」

ハッキリ言おう。筆者はジョニー・デッ

プの演技が嫌いだ。行き過ぎと足りなさの

バランスが微妙にずれていて、わざとらし

かったりリアル感が足りなかったりするか

らだ。本作では特にそれが悪目立ちしてい

た。しかも、メイクは前作よりさらにどぎ

つく、時にはデーモン小暮と見まごう瞬間

もあった。

ストーリーはこうだ。死んだと思ってい

た家族が生きていると思い始めた帽子屋（デ

ップ）は自分の言葉を友人達が信じてくれ

ないがために病気になり、瀕死の状態にな

っていた。そんなタイミングでアリスが鏡

を通って彼らの世界に戻ってくる。帽子屋

の家族の生死を確認するため、「時間」を出

し抜いて、時をさかのぼるアリス。やがて

彼女は「時間」の残した「過去を変えること

はできないが、学ぶこと

はできる」という言葉の意

味を知るのだった。

原作「鏡の国のアリス」

と内容は全く違っている

が、うまく話をまとめて

おり、アリスが現実世界

で経験することと「不思議

の国」でのそれが呼応して

いるのが小気味よかった。

（5月27日公開）

慈善団体の真実を探る?!
「The Dog Lover」

動物好きのサラは、非営利の動物愛護

団体に勤務し、日夜、動物虐待などの調

査に燃えていた。そんな彼女に新たな使

命が下る。それは、代々、猟犬のブリー

ダーをしているダニエル・ホロウェイの

動物虐待の証拠を手に入れ、ホロウェイ

家の事業を壊滅させるというものだった。

獣医学生のインターンと偽ってホロウェ

イ家に潜入した彼女は、早速調査を開始

するのだが……。

ヒロインの場違いなファッションと厚

化粧、そして、カメラワークと照明のひ

どさに仰天してしまった本作。演出もイ

マイチで、脇を固めるベテラン俳優陣（映

画「Back to the Future」のリア・トンプ

ソン、TV「Dexter」のジェームズ・レマー

など）の味が生かされていなかった。事実

に基づくストーリーで、慈善団体と寄付

者に注意を呼びかけるという社会派なネ

タなのに、青春映画とのミックスをうま

く昇華できていなかったのも残念な点だ。

全体的に昼メロを見ているような印象

だったが、後半、サラが反撃に出る展開

は楽しめた。（7月8日公開）

Special thanks to Special thanks to Ali Kuriyan / 20th Century Fox, Shelley Dehekker & Kara Spector / Walt Diseny Studios,  Ryan Bender / PMK•BNC 
© 2015 Marvel and Subs. and 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation 

© 2014 Disney Enterprises, Inc. 

© WSOR Film Group, LLC
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Special thanks to Megan Zehmer / 42 West,  Ericka Monreal / Block-Korenbrot Public Relations

日本でロケ!!
近未来映画「Equals」

人気の若手俳優クリステン・スチュワー

トとニコラス・ホルトが近未来を舞台に恋

人同士を演じる本作は、トキメキとドキド

キと胸キュンの連続で観る者を切なくさせ

る。

感情や肌の接触を排除した近未来で、感

情を持ってしまった青年サイラスと同僚の

ニア。惹かれ合う２人は、オフィスのトイ

レやサイラスの自宅で愛を育み始める。や

がて2人は、感情を持った者たちのユート

ピアと言われる場所に行くことを決意する

のだが……。

新潟県長岡市にある長岡造形大学で撮影

された本作。サイラスとニアの職場として

登場する、コンクリートの壁と窓に囲まれ

た吹き抜けの空間の建物は、映画の世界観

を表現するのに多大な効果を発揮していた。

クリーンでどこか冷たい建築物と、青々と

した眩しい緑とのコントラストが実に素晴

らしかった。シンプルなデザインの建物と

自然との共存は、日本らしいと言えよう。

カメラワークも抜群だった。プロダクショ

ン・デザインの美しさを存分に切り取って

いたが、それだけではない。触れあいを否

定する世界ゆえに、公に手をつなぐことが

できないサイラスと二アだが、手が触れそ

うで触れない切ないコミュニケーションに

キュンとしてしまうのだ。（7月15日公開）

「海街diary」上陸!!

漫画家の吉田秋生の同名原作を各国

際映画祭を賑わしてきた是枝裕和が映

画化を熱望して作り上げた本作「Our 
Little Sister」（原題「海街diary」）は、爽

やかな感動ストーリー。

鎌倉の実家に暮らす三姉妹の幸（さち）、

佳乃（よしの）、千佳（ちか）の元に、愛人

を作り、家を出た父親の訃報が届く。看護

師として働く長女、幸は、仕事の都合で出

席が難しいため、銀行勤務の次女の佳乃と

スポーツ店に勤める三女の千佳に葬儀に出

席するよう頼む。山形に着いた２人の前に

夜勤明けの幸が表れ、三姉妹が揃ったのと

前後して、父と亡き再婚相手との間に娘、

すずがいたことが分かる。中学１年生なが

らしっかりした彼女は、父親の再々婚相手

と一緒に暮らしていた。そんなすずを見て、

幸は「鎌倉で一緒に暮らそう」と持ちかける。

自分たちの家庭を壊した人の娘ではあるも

のの、すでに大人として世間を知り、さま

ざまな恋愛を経験している三姉妹は、半分

血の繋がったすずを温かく迎える。また、

すずから父親についての話を聞くのを楽し

みにもする。やがて、四姉妹は、少しずつ

姉妹としての絆を築き、距離を縮めていく

のだった……。

日本のドラマや映画を観る度に、映像の

チープさや演技・演出のマズさが目に付き、

「やっぱり邦画を観るのは無理～」と思う筆

者だが、本作は違った。これまでも是枝作

品は、映像美と感情のひだを見事に切り取

る手腕で筆者をうならせてきたが、本作も

しかりだ。

鎌倉の実家や山形の自然、桜並木など、

叙情感溢れる映像に魅了される。そして、

姉妹の姉妹らしい会話や関係もとてもリア

ルだ。筆者自身、三姉妹の真ん中なので、

姉妹関係というのを実体験しているが、そ

んな筆者がうなるほど現実味のある姉妹っ

ぷりだった。原作を未読なので何とも言え

ないが、恐らく原作に描かれた姉妹関係の

微妙なニュアンスを是枝は理解し、昇華し

たと思われる。また、それをナチュラルに

表現した四姉妹役の女優陣の演技も絶妙だ

った。

そこかしこにある小さな伏線も小気味良

く、「やっぱり邦画を観るのは無理～」とい

う言葉を返上した作品だった。（7月8日公

開）

© A24

© Sony Pictures Classics

© Sony Pictures Classics
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南カリフォルニアのパームスプリング

スが一番にぎわうのは、避寒客が殺到す

る冬だ。でも「砂漠のオアシス」と呼ばれ

るだけあって、夏のパームスプリングス

も輝いている。

昼間の気温は華氏100度を超えるが、

朝夕は、クリスプな空気が満ちる。青

い空に高々と伸びるパームツリー。色鮮

やかな浮き輪が並ぶプールサイド。くる

くる回る風力発電のウィンドミル。それ

らすべてを、ガリガリしたサンハシント

（San Jacinto）の山肌が優しく包む。

1990年代までは「シニアとゲイの街」

だった。永遠の青春、偏見からの解放。

それはそれで楽しいけれど、停滞感も漂

っていた。フランク・シナトラ、マリリ

ン・モンロー、ボブ・ホープ。ハリウッ

ド黄金時代の社交場も、ほこりをかぶっ

た栄光になった。

それが、砂漠の音楽祭「コーチェラ」

（Coachella）の誕生で変わり出した。セカ

ンドハウスを買える余裕のある人たちが、

再びパームスプリングスに着目。砂漠の

風景にとけ込む建築スタイル「ミッドセン

チュリー・モダン」が見直され、家の修繕

や改装も始まった。

きわめつけが、20世紀半ばの広告業界

を描いたTVドラマ「マッド・メン」（Mad 

Men）の大ヒット。レトロなファッション

や家具がブームになり、ドラマに登場し

た家を見て回るツアーが盛んになった。

この夏も話題にこと欠かない、パーム

スプリングスの最新情報を紹介する。

2
3

45
1 サンハシント山州立公園の眺め　2 夏も美しいパームスプリングス　3 山と青空、パームツリーを望む「Monkey Tree」のプールサイド　4 「Parker」の敷地にあるハン
モック　5 「Elixir」の朝食、フルーツの盛り合わせ

文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）
取材協力／ Special thanks to Palm Springs Visitors Bureau

  夏も砂漠で遊べ！
パームスプリングス

1

23     U.S. FrontLine   Fall 2016



The Monkey Tree Hotel
2388 E Racquet Club Road
Palm Springs, CA
760-322-6059
www.themonkeytreehotel.com

   
今年の春にオープンしたばかり。ここに泊

まったと言うと、パームスプリングスの常連た

ちは「どうだった？」と目を輝かせて聞いてくる。

もとは、ミッドセンチュリー・モダンを代表

する建築家、アルバート・フレイが1960年につ

くったホテルだ。有名な社交場「ラケット・クラ

ブ」が近くにあり、そこから夜な夜なセレブが

「流れて」きて泊まる場所、という評判だった。

その後は長らく「ヌーディストのお宿」として

活躍。すべての部屋が隠し扉でつながっていて、

客はこっそり行き来できた、というパームスプ

リングスらしいエピソードが残っている。

秘密めいた場所

だったのが、新し

いオーナー、キャ

シ ー ＆ ゲ イ リ ー・

フリードル夫妻に

よって、誰でも泊

まれるホテル（＊ヌ

ードは禁止）になっ

た。ジョン・F・ケネディ大統領とマリリン・

モンローが密会に使ったとされる部屋もある。

パームスプリングスのことだから、ミッド

センチュリー・モダンの建築を再利用したホテ

ルはたくさんあるのかと思っていたが、実は2

～3カ所しかないそうだ。

フリードル夫妻は、ニューヨークでの仕事

をやめてパームスプリングスに移住。インテリ

アは部屋ごとに異なり、一つ一つキャシーさん

が選んだという。ウルトラマラソンに

挑戦し、料理の得意なゲイリーさんが、

マフィンなどのヘルシーな朝食や、ハ

ッピーアワーのサングリアを用意する。

スカンジナビア式のスパ（サウナと

ジャクージ）が自慢。ロマンチックに

過ごしたいカップルや、ハイキングや

トレイルランなどアクティブに砂漠を

楽しむ旅行者におすすめだ。

Parker Palm Springs
4200 E Palm Canyon Drive
Palm Springs, CA
760-770-5000
www.theparkerpalmsprings.com

2004年にオープンして以来、近年のパーム

スプリングスの人気再燃をけん引してきたホテ

ル。もとはカリフォルニアで最初の「ホリデー・

イン」だったが、豪邸に改装されて俳優のジー

ン・オートリーやマーブ・グリフィンが住み、

セレブの社交場になった。

ロビー、客室、レストランにいたるまで、

インテリアを現代のミッドセンチュリー・モダ

ンの旗手ジョナサン・アドラーに任せた。玄関

の扉から始まって、すべてがフォトジェニック

でアイコニック。

ハイエンドなホテルながら、カリフォ

ルニアの砂漠のヒッピー感もうまく残した。

パームスプリングスの常連や住人の間で、

「パーカー」と言えば、「ああ」とため息がも

れる。

 ミッドセンチュリー・ モダンが花盛り

Photo Courtesy of The Monkey Tree Hotel

1

2

3

4

1 ミッドセンチュリー・モダンらしいインドアとア
ウトドアが一体になった「Monkey Tree」の客室

2 「Monkey Tree」のオーナー、キャシーさんとゲイ
リーさん夫妻

3 山と青空、パームツリーを望む「Monkey Tree」
のプールサイド

4 建物の屋根と山の稜線がほぼ並行になるよう設計
された「Monkey Tree」

「Parker」内のレストラン「Norma's」の名
物、フレンチトースト。ストロベリー、ピ
スタチオ、チョコレートソースがたっぷり

ジョナサン・アドラーのインテリ
アで有名な「Parker」のロビー
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Just Modern
901 N Palm Canyon Drive
Palm Springs, CA
760-322-5600
www.justmoderndecor.com

ミッドセンチュリー・モダンの家具や食器を

集めたセレクトショップ。オーナーのクリス・

モブリーさんは、毎年2月に行われる「モダニ

ズム・ウィーク」の主催者。個人所有でふだん

は公開されないミッドセンチュリー・モダンの

家を見学できるため、コーチェラと並んで、パ

ームスプリングスで最も人気がある

イベントだ。

ホテルやレストランの多くが、モ

ブリーさんが選んだ家具や照明、食

器を使っている。

Destination PSP
170 N Palm Canyon Drive
Palm Springs, CA
760-354-9154
www.destinationpsp.com

コーチェラの音楽祭や、映画祭、ファッシ

ョンウィークなど、世界中から人が集まるイベ

ントが増えたが、パームスプリングスらしい

お土産が何もない！そう気づいたジェフリー・

バーンスタインさんら3人の仲間がオープンし

た。パームスプリングスと周辺の地名をプリン

トしたTシャツやマグカップ、フェ

スティバルにちなんだグッズなど。

LGBTQコミュニティーやエイズ患

者を支援する商品もある。

Palm Springs Aerial 
Tramway
1 Tram Way, Palm Springs, CA
888-515-8726
www.pstramway.com

のんびり優雅にもいいけれど、砂漠のダイ

ナミズムを楽しみ、アクティブに過ごすのがパ

ームスプリングス流ライフスタイルだ。最近は、

地元の女性の間で、グループ・ハイキングが盛

ん。

パームスプリングス名物のトラムは、チノ・

キャニオンのそそり立つ崖に沿って約6000フ

ィートを回転しながら上がる。降りたところが

サンハシント山州立公園（Mt. San Jacinto State 

Park）で、50マイル以上のトレイルがある。真

夏でも華氏60～70度と涼しい。

 Hike Up & Cool Down

トラムの駅の近くで見かけた、ビッグホーン・シープの群れ

ミッドセンチュリー・モダンの家具などを扱う「Just Modern」
の店内

パームスプリングスのお土産を探すなら「Destination PSP」で

サンハシント山州立公園の眺め

パームスプリングス名物のトラム

サンハシント山州立公園のトレイル
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Ernest Coffee
1101 N Palm Canyon Drive
Palm Springs, CA
760-318-4154
www.ernestcoffee.com

朝6時から開いている。ポートランド発祥、

サードウェーブ・コーヒーの旗手「スタンプタ

ウン」（Stumptown）のコーヒーが飲めるカフェ。

近隣のホテルでは、無料で自転車を貸してくれ
るところが多い。朝焼けを見ながらサイクリン

グの後、コーヒーブレイクに最適。

Reservoir
1551 N Palm Canyon Drive
Palm Springs, CA
760-507-1640
reservoirpalmsprings.com

運動した後のクールダウンは、プールサ

イドで。パームスプリングスで一番新しいホ

テル「Arrive」のプールサイドのレストラン

「Reservoir」は、アジアとラテンの香りがする

モダンな南カリフォルニア料理の店。隣りにア

イスクリームやコーヒーを売る店もあり、地元

住人の利用度が高い。

Elixir Pool Bar & Grill
333 E Palm Canyon Drive
Palm Springs, CA
877-544-4446
vpalmsprings.com/sipdine/elixir/

最近オープンしたホテル「V Palm Springs」

のプールサイドにある、ポリネシアをイメージ

したバー。朝食のトロピカルなフルーツやアボ

カドトーストが人気。

Seymour’s
233 E Palm Canyon Drive
Palm Springs, CA
760-327-1551
www.mrlyonsps.com

ステーキハウス「Mr. Lyons」の中にできた、

パームスプリングスで一番新しいバー。今年4

月に死去したシーモア・ラザールの名前がつい

ている。多くのハリウッドスターを顧客にもつ

エンターテインメント関連弁護士で、スキャン

ダルも多かった。

ロマンチックでエキゾチック、クラシック

でエッジー。日本の都会にある隠れ家的バーの

よう。アメリカではなかなかめぐり合えない雰

囲気の店だ。

760-567-4875
sunnycycleps.com

パームスプリングスで最も新しいアトラクシ

ョン。「エコフレンドリーでリムジンのように快

適な電動サイクル」とうたっている。グループで

貸し切って、ペダルをこぎながらレストランや

バーを回る。大音量でポップミュージックを流

し、パームスプリングスの目抜き通りを走ると、

ノリのいい住民たちが手を振り返してくれる。

オーナーのシャノン・ミラーさんとジェン・

バンフォードさんが、ミネアポリスから移住し

て始めた。元警官、元オリンピックコーチ、元

NCAA優勝監督、というユニークな経歴で、盛

り上げるのもうまい。

パームスプリングスの最新情報はここで！
Palm Springs Bureau of Tourism : www.VisitPalmSprings.com

S u n n y C y c l e  P a l m 

最近は市街地
でのサイクリ
ングも人気が
ある

最近オープン
し た ホ テ ル

「Arrive」のプ
ールサイド

新しいホテル「V Palm Springs」
のプールサイド

「Ernest Coffee」のカフェラテとペイストリー

シーフードやアボカドを使った「Reservoir」の料理

「Elixir」のアボカドトースト

パームスプリングスの目抜き通りを走る
「SunnyCycle」
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今日
の
副菜

今日
の
主菜

タマネギとツナの
ヨーグルトサラダ

【作り方】
❶タマネギはスライサーか包
丁で薄切りにし、水にさらす。
ツナは油（もしくは水）をし
ぼり、水気を切っておく。
❷ツナと調味料をボウルに入
れ、混ぜ合わせる。タマネギ
をザルに上げ、キッチンペー
パーなどで水気をよくふき取
る。ボウルにタマネギを入れ
て、軽く混ぜ合わせる。

【材料】（４人分）
タマネギ ..........................1/2個
ツナ缶 ....................................1缶
＜調味料＞
　ヨーグルト .............大さじ3
　マヨネーズ .............大さじ3
　しょうゆ .............小さじ1/2
　はちみつ .............小さじ1/2
　塩こしょう ....................少々

暑い日にさっぱりとした魚料理を。マリネしたトマト
のソースはケーパーがいいアクセントになって、メカジ
キにぴったり。たくさん作って、残ったらパスタソース
としても使えます。
ヨーグルトサラダは水っぽくなると美味しくないので、

よく水分をふき取り、和えてください。

メカジキのソテー・
トマトマリネソース

【作り方】
❶ポリ袋などにメカジキと
下味調味料を入れ、30分漬
ける。
❷トマトは湯むきして、
1cm角のざく切りに、タマ
ネギはみじん切りする。ト
マトソース材料すべてをタ
ッパーに入れ、冷蔵庫で30
分なじませる。
❸フライパンを中火で熱し、
サラダ油をしき、メカジキ
を焼く。片面に焼き色がつ
いたら、そっとフライ返し
で裏返し、両面焼く。
❹皿にメカジキを盛りつけ、
❷のソースをかけ、チャー
ビルを飾る。

【材料】（４人分）
メカジキ（切り身） ................ 4枚
サラダ油 ..........................大さじ1
＜下味調味料＞
　しょうゆ ......................大さじ2
　酒 ...................................大さじ2
　みりん ..........................大さじ2
＜トマトマリネソース＞
　トマト ...............................中2個
　タマネギ .......................... 1/4個
　ケーパー（酢漬け） ...大さじ1
　オリーブオイル ................ 2oz
　酢 ........................................... 1oz
　しょうゆ .................小さじ1/2
　塩こしょう ........................少々
＜飾り用＞
　チャービル ........................少々

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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「バージニアほど美しい場所はない」と

言うアメリカ人にときどき出会う。確か

にドライブしていると、ほかの州にはな

い「品格」のようなものを感じる。

首都ワシントンDCに隣接、というより、

バージニアがその一角を貸し出している

というべきか。DCの玄関口・ワシントン

＝ダレス国際空港は、実際にはバージニ

アにある。ペンタゴン（国防総省）もアー

リントン国立墓地もそうだ。

アメリカで最も裕福な郡（カウンティ

ー）は、バージニアのフェアファクス郡で、

2番目がラウドゥン郡。DCでいくら稼い

でも土地が狭いので家の広さは知れてい

るから、政治家や軍関係者、企業のトッ

プが好んでバージニアに住む。

イギリスの最初の植民地ジェームズタ

ウンはバージニアに建設されたし、南北

戦争の時代にはリッチモンドが南軍の首

都だった。いわば「オールドマネー」と

「ニューマネー」が共存している。ただし

リッチモンドを境に、バージニアの北部

と南部では、人々の価値観やアイデンテ

ィティー、歴史認識はだいぶ違う。

DCのすぐ外に位置するラウドゥン郡は、

東海岸を代表する「ワインカントリー」だ。

最近はどこもかしこもそう名乗るが、バ

ージニアの場合、州出身の第3代大統領

トーマス・ジェファーソンが、フランス

から帰国して邸宅モンティチェロでワイ

ンづくりを試みたのがアメリカのワイン

づくりの始まりだとされているから「由

緒」はある。

1980年代に再び盛んになり、今はワ

イナリーが約275カ所。カリフォルニア、

オレゴン、ワシントン、ニューヨークに

次いで5番目に多い。

ラウドゥン郡には約45のワイナリー

がある。養牧場、19世紀からあるような

古い木の柵をめぐらせた農場、奴隷農園

の跡地、アメリカ建国史を彩った古跡…。

それらの合間をなだらかな丘陵に沿って、

ブティックワイナリーが点在する。山の

中腹から晴れた日にはDCのワシントン記

念塔が望めるワイナリーもある。

驚いたのは、どこも人出が多いこと。

バージニアの休日
	 〜ワイナリー編

文＆写真／佐藤美玲（Text and photos by Mirei Sato）
取材協力／バージニア州観光局（Special thanks to Virginia Tourism Corporation）
文＆写真／佐藤美玲（Text	and	photos	by	Mirei	Sato）

取材協力／バージニア州観光局（Special	thanks	to	Virginia	Tourism	Corporation）

満開のバージニアの州花「ドッグウッド」

トーマス・ジェファーソン大統領の邸宅「Monticello」の
農園。大勢の奴隷が働き、ワインのブドウ栽培も行われた

アメリカにワインを伝え
た人物とされる、トーマ
ス・ジェファーソン大統
領の邸宅「Monticello」

ワインのコルクやラベルを模した、ラウドゥン郡の
「LOVE」サイン

美人
帝国
びじん て い こ く

キレイ磨きは女子の嗜
たしな

み

そして楽しみ。

美の高みに向かって前進

しつづける女子たちに贈る

美しくなるための

お役立ち情報。
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特に子供が多い。犬も一緒に、丘を駆け

回って遊んでいる。21歳以上限定のエリ

アでは、大人たちが食べ物を持参して終

日ピクニックを楽しんでいる。

カリフォルニアではワインはレストラ

ンや自宅で飲むことが多いが、バージニ

アでは晴れた週末にワイナリーに出向い

て飲む。カリフォルニアに比べてブドウ

を育てられる期間が限られ、州産ブドウ

の生産量がまだ少ない。だからローカル

ワインが酒屋やレストランに出回ってい

ない、直接ワイナリーに行かないと飲め

ない、という事情もある。

白ならヴィオニエ、赤ならカベルネ・

フランが、このあたりでは一番うまく育

つという。

バージニア州
旅の最新・参考情報はここで！
www.Virginia.org（バージニア州）
www.VisitLoudoun.org  （ラウドゥン郡）
www.VisitCharlottesville.org
	 （シャーロッツビル周辺）
www.VisitMiddleburgVA.com
	 （ミドルバーグ）

Stone Tower Winery
19925 Hogback Mountain Road 

Leesburg, VA 
www.StoneTowerWinery.com

マーク＆クリスティー・ヒューバー夫妻が
経営するワイナリー。敷地は広いが、家具
や内装まで 2 人のこだわりと手づくり感が
伝わってくる。知事賞を受賞したプレミア
ムワイン「Hogback Mountain Red」が有名。
ブドウ畑の向こうに広がるブルーリッジ山
脈の眺めがいい。ビーチ風に砂を敷いたピ
クニックエリアもある。

Greenhill Winery & Vineyards
23595 Winery Lane, Middleburg, VA 

www.GreenhillVineyards.com

まだバージニアでは数少ないスパークリン
グワインをつくる。「Blanc de Blancs 2013」
は、今年のアカデミー賞授賞式で、主要な
部門にノミネートされた人にしか配られな
い最高ランクのギフトバッグ「Swag Bag」
に入れるワインに選ばれた。「レオ様（今年
悲願の主演男優賞に輝いたレオナルド・ディ
カプリオ）が飲んだスパークリングワイン
を」というファンも訪れる。

Sunset Hills Vineyard
38295 Fremont Overlook Lane 

Purcellville, VA 
www.SunsetHillsVineyard.com

古い農場の小屋をアーミッシュの職人の力
を借りて補修し、ワイナリーとして再建し
た。テイスティングルームから馬も見える。

「Sunset Red」と「Mosaic」が人気。

Albemarle CiderWorks
2545 Rural Ridge Lane, North Garden, VA 

www.AlbemarleCiderWorks.com

ワインができる場所では美味しい果物も育
つという定説があるように、バージニアは
リンゴの生産も全米トップ 5。サイダーづく
りも盛んだ。日本人は炭酸飲料と誤解しが
ちだが、アメリカでサイダーといえば「アッ
プルサイダー」を意味する。リンゴの果汁
にホップを加え、バーボンの樽でねかせて
つくるアルコールだ。アメリカでは最近、
ワイナリー、ブリュワリー、ディスティラ
リーに続いて、サイダリーめぐりが流行中。
ここは家族経営の歴史ある果樹園で、2000
年からサイダーを売り出した。テイスティ
ングもできる。砂糖や添加物のない旬のサ
イダーは、11 ～ 4 月の限定販売。

Lansdowne Resort
44050 Woodridge Parkway, Leesburg, VA 

www.LansdowneResort.com

今年春に大規模な改装を終えたホテル。DC
の空港から車ですぐ、ワインカントリーへ
の入り口。客室内のインテリアにワインの
コルクやボトルを再利用している。ロバー
ト・トレント・ジョーンズ、グレッグ・ノー
マンがデザインしたゴルフ場では、最近注
目のフットゴルフ（ゴルフコースでサッカー
ボールを蹴って競う）もできる。スパでは、
前述のワイナリー「Stone Tower」からブド
ウの皮を仕入れ、シャルドネのフェイシャ
ルやボディーラップ、マルベックとブルー
ベリーのペディキュアなどを行っている。
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晴れた週末は大勢のワイン好きで
賑わう「Stone Tower Winery」

ワインカントリーらしさを強調し
た「Lansdowne Resort」の客室

（上）「Sunset Hills Vineyard」で人気ワインをテイス
ティング　（下）テイスティングルームから馬の姿が
見える「Sunset Hills Vineyard」
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■詳細：www.jagphilly.org/japanese/towaessayrequirements.html
■問い合わせ：215－840－4645 / www.jagphilly.orgnfo

■詳細：https://tourrabbit.com
■運営会社：Rabbit Technologies Inc. 

879 W. 190th St., Suite 400, Gardena CA, USA  
310-504-7500

■住所:：8556 W. 3rd St., Los Angeles, CA 90048 
■詳細：pomegranatela.com 

フィラデルフィア日本人会では、日系人、東和モリスさんの遺志を継いだ東和エ
ッセイコンテストを今年も開催する。日本国外で日本語の勉強をしている中高校
生なら誰でも応募できる。今年のテーマは中学生が「誤解と和解について」、高校
生が「核兵器はなくせるか？」。字数は1200字から2800字で言語は日本語。最
優秀賞受賞者には賞状、賞金、賞品が進呈される。締め切りは2016年9月30日
必着。募集要項は下記のサイトを参照のこと。

ロサンゼルスのツアーラビットでは、2016年6月より旅行シェアリングサービ
ス「TourRabbit」の提供を開始した。同サービスでは、アメリカを訪れる旅行
者と現地在住者をリンクするシェアリングエコノミー型のプラットフォームを
提供する。現地の事情に詳しい在米の日本人が登録して掲載する「個人ガイドツ
アー」や「民泊物件」を、旅行者が自分の
希望や目的地に合わせて検索することが
可能。これにより、旅行者に取って有益
な旅の選択肢を提案し、より自由で柔軟、
安全で安心な旅、そして同時に低価格で
満足度の高い旅の実現を目指す。
同サイトでは旅行者と在住者が互いのプ
ロフィールを確認でき、また連絡できる
メッセージシステムも用意されている。
旅行者の予約と在住者の登録と商品の掲
載は無料。

2016年6月に、ロサンゼルスのビバリーセンター近くに、新しいデザートショ
ップPOMEGRANATEがオープンした。同店では、アレルギーがある人でも安
心して食べられる、卵、牛乳、動物性食品、白砂糖、添加物、小麦粉を使用してい
ないデザート各種を提供している。

「2008年ダウンタウンにオープンし、現在ロサンゼルスに2店舗を構えるヴィー
ガンの日本食レストラン、shojinで提供していたデザートが好評を博し、より多
くの人に提供したいとの思いからデザートの専門ショップをオープンした。食材
にこだわって、しかも可愛くて美味しい誰もが口にできるデザートを取り揃えて
いる」と同店では話している。

東和エッセイコンテスト
応募作品を募集

旅行シェアリングサービス
開始

グルテン、乳製品不使用のデザートショップ
ロサンゼルスにオープン

EVENT NEWS

NEWS

■住所：246 Fifth Ave., New York, NY 10001
■詳細：www.teisui.nyc

2016年3月、ニューヨークのNOMADエリアに新スタイルの日本食レストラン
TEISUIがオープンした。YAKITORI KAISEKIをコンセプトに10品150ドルの
コース料理が懐石スタイルで楽しめる。チップは不要。今やアメリカでも知名度
が上がってきた正統派の焼き鳥を、フレンチなどの洋食と和食の技術を融合させ
た繊細な料理が提供されている。日本酒とワインも100種類以上を取り揃え、料
理とのペアリングも用意されている。
店名のTEISUIは、秋田県男鹿半島の旅館「海と入り湯の宿　帝水」が由来。「 日
本文化を感じさせる贅沢なオープンキッチンカウンター、そこから生まれる対
話・情緒溢れる所作・おもてなし、落ち着いた空間を用意。日本の伝統文化と世
界的な流行の発信地であるNYの文化の融合が今までにない新たなサービスを生
み出す。益々人気の高まってきたこのNOMADエリアにて、新たな日本食をお
楽しみいただける」と同店では話している。

先頃、ベライゾンとKDDIはVoLTE（ボルテ）ローミングについて合意した。こ
れにより、日本からのKDDI顧客の旅行者がアメリカに滞在中、米国最大の4G 
LTEネットワークであるベライゾン4Gネットワーク内で音声通話サービスを利
用できるようになる。アメリカ旅行中のKDDIの顧客は、ボルテローミングに対
応する機種を利用することで、日本にいるのと同様のコミュニケーションを家
族、友人、仕事関係者とはかることができる。
KDDIの田中孝司代表取締役社長は「ベライゾンとの最初のローミングパート
ナーになれることを誇りに思う。このボルテローミングの好スタートを通じて、
KDDIは顧客がアメリカに滞在中、素晴らしい体験を届けることができるように
なる。ごく近い将来、日本においてもベライゾンの顧客に同じサービスを提供で
きるのを楽しみにしている」と語っている。ベライゾンは今年中にも、同社顧客
が日本を旅行中にボルテサービスと高音質通話が利用できるようなサービスを
実現させたいとしている。

新スタイルの日本食レストラン
ニューヨークにオープン

ベライゾンとKDDIが
ローミングサービスで合意

NEWS

NEWS

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
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■住所：250 S. Harbor Blvd., San Pedro, CA 90731
■詳細：https://lobsterfest.com

■詳細：http://www.wismettacusa.com/about/

過去10年にわたり、9月に開催されていたロサンゼルスのロブスターフェステ
ィバルが今年は７月に開催される。期間は7月22日金曜から24日日曜までの週
末。会場はサンペドロのポーツオコールに隣接している。来場者は、ロブスター
の食事はもちろん、コンサー
ト、フードブース、ミニ遊園地
やゲームなどが楽しめる。入
場料は12ドル、12歳以下は無
料。ロブスターミールは25ド
ル。無料駐車場とシャトル完
備。詳細は下記のサイトまで。

6月11日、Wismettac Asian 
Foods, Inc.は、「Premimum 
Sake & Shochu Event 
2016」をカリフォルニア州セリ
トスで開催した。今年で9年目と
なる同イベントでは、日本各地
の24の酒造会社、8の焼酎メー
カーがおよそ100種類の酒・焼
酎を、また約20の食品メーカー
が日本食を来場者にふるまった。

会場に訪れたロサンゼルス地区の飲食業関係者約500名の中には日本人以外も
多く、改めて日本食文化の米国での浸透がうかがえた。
同社は1912年に神戸で設立、現在北米に23拠点を設け、日本食・エスニッ
クフードの卸売業務に携わっている。2015年10月に西本貿易株式会社から
日々グローバル化する食の業界での新たな活躍の意味を込め、Wisdom（智
恵）、Metta（慈愛）、Creativity（創造力）を組み合わせたWismettac Asian 
Foods, Inc.（ウィスメタック　アジアンフーズ）に改名した。

WCCT Globalは現在、健康な日本人男性と女
性を対象とした治験を実施している。
参加資格:
健康な日本人男性と女性
年齢 18 歳〜55歳
非喫煙者（少なくとも3カ月間喫煙していない）
6泊の入院と、1回の経過観察のため、電話連絡
が可能な方
参加特典：
最大2,435 米ドルの謝礼金
治験関連の無料検査

■詳細：jp.wcct.com
■問い合わせ：1-877-997-9228（日本語専用ライン）

LAロブスターフェスティバル
今年は７月に開催

Wismettac Asian Foods, Inc.
「Premimum Sake & Shochu Event 2016 」盛況

ロサンゼルスWCCT Global
治験参加者募集中！

EVENT

REPORT

NEWS

■詳細：www.jalusacard.com
■問い合わせ先：1-877-443-5587　月-金 5:00 - 17:00　太平洋時間

■日時：7月24日（日）午後1～3時
■会場：Gardena Valley JCI　1964 W. 162nd St., Gardena, CA 90247
■問い合わせ：310-324-6611

JAL USA CARDでは、2016年6月13日
から７月10日まで、紹介者には1000マイ
ルが進呈され、紹介された人には初年度会
費が無料になる「お友達紹介キャンペーン」
を実施している。紹介者は友達に、紹介コ
ード：JAL USA CARDのアプリケーシ
ョン番号と紹介者の氏名、キャンペーンコ
ードFFB2016を伝え、その情報を紹介さ
れた人は下記ウェブサイトから申し込む際
に記入する。詳細は下記まで。

J.C. uni-tec社は5月21日から24日までシカゴのマコーミック・コンベンシ
ョンセンターで行われたナショナル・レストラン・アソシエーション主催の展
示会「NRA Show 2016」に出展した。この展示会は飲食業界に携わる企業や
レストランオーナー向けの業務用厨房器具や食材の商談の場。J.C. uni-tecは
毎年、NRA Showに参加し日本発の厨房機器として同社が推し進める製麺機や
厨房調理器具を紹介した。同社の長谷川トム社長は「今ほど日本食に対してアメ
リカ人の関心が強いタイミングはない。この機会に正しい日本食を正しく伝え
るために奔走したい。」と意欲を述べている。今年は約2200の企業が出展、6万
7000人を超える関係者が来場した。日系企業も20社近く出展し各ブースでの
商談の風景も見られた。

43周年を迎えたJWRO健康相談室では、トラウマ心
理療法の専門家、牧野有可里（横浜創英大学准教授）
さんを招き、カリフォルニア州ガーデナで記念講演

「親と子のための心理療法ー日本人の心と身体を通し
て見る心身健康の秘訣」を開催する。牧野さんは現在
マキノ・サイコセラフィー・ラボ代表を務め、個人病
態水準、ニーズ、個性、トラウマの内容と程度に合わ
せて、種々の技法をブレンドした心理療法を行い、看
護師、保育士養成の横浜創英大学で准教授として教鞭
を取っている。

JAL USA CARD
「お友達紹介キャンペーン」実施中

J.C. uni-tec社
NRA Show 2016に出展

JWRO健康相談室で
親子の心理療法の無料講演会

CAMPAIGN

REPORT

EVENT

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
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日本人で構成されているチームでは、各メンバーの役割は

それほど明確に描かれません。各人が担当している責任範囲は、

必要に応じてフレキシブルに変わります。しかし、アメリカの

社会では、何の活動でも、グループの各メンバーの役割をクリ

アにしないと、だれも発動しない、あるいは活動は停滞しがち

になります。効果的にチームを機能させるため、各メンバーの

役割を説明する青写真が必要になります。

皆がいる場でお互いの役割を確認することは最も効果的です。

その際、次のような言葉が使えます。

人を指名する
■ I’d like (name) to head up our efforts on … .

～活動を率いるリーダーとして、（名前）を指名したいです。

■ (Name) will be the point person for … .

（名前）は～の担当者になります。

■ I have decided that (name) should be the leader for this 

activity.

（名前）がこの活動のリーダーになった方がいいと決めました。

ボランティアを依頼する
アメリカ人は何かを言われるより、自分の方からボランティ

アすることを好みます。

■ We need for … to happen.  Who thinks that they can take 

this on?

～を起こす必要があります。誰がこれを担当できそうですか？

■ I’d l ike your input on what each of you can do to 

contribute to this activity.

この活動に貢献するため、各位が何ができるかに関して皆の意

見を聞きたいです。

■ I’m looking for volunteers to work on … .  Who would like 

to volunteer?

～のために働くボランティアを探しています。誰がボランティ

アをしたいですか？

■ I’d l ike to hear from each person what part of the 

strategy you can take on.

各位から、戦略のどの部分を担うことができるかについて聞き

たいです。

■ I need a commitment from each of you.  I’d like each of 

you to suggest what you can accomplish and on what time 

frame.

皆からコミットメントを必要とします。何をいつまでにできる

か、各位からの提案をお願いしたいです。

理解の再確認
会議など公の場で、皆が自分の役割について自分の言葉で述

べることはとても効果的です。そうすると、皆の理解のずれを

最小限に留める助けとなります。

■ I’d like to go around the room and ask each person to 

state in their own words their own understanding of their 

responsibilities.

部屋を一回りして各位に尋ねますので、自分の責任範囲に関する

理解を自分の言葉で述べてください。

No. 178

メンバーの役割を明確にする

出題：Enigma

クロスワード

 答えのヒント 
暑い夏！人間も植物も水分補給を忘れずに

タテのカギ
【タテ2】	 アイスクリームトラックの季

節！アイスを○○○子供たち
【タテ3】	 思い切って「○○を決める」
【タテ6】	 英語で「blueprint」とも言います
【タテ7】	 シ○○○設備のあるビーチ

ヨコのカギ
【ヨコ1】	 音読みは「ホウ」
【ヨコ3】	 野鳥図○を見て名前を検索
【ヨコ4】	 木造建造物の建築行う職人
【ヨコ6】	 ログハウス
【ヨコ8】	 読み書き能力

2  3

6                                                                                                                            

8

A

8

4  4                  5                  

C

D

1

B

7

Fall 2016   U.S. FrontLine     32



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

発行元：
株式会社システムサポート

編集・制作：
小川真斐子

吉田沙織

クロスワードの答え

答え：水やり（ミズヤリ）

ミ ネ カ ン

ダ イ ク

マ ル タ ゴ ヤ

ド ズ ワ

リ テ ラ シ ー
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