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COVID-19に関連する会計・税務トピック 

新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）が世界的に感染拡大し始めた2020年2月から、およそ半年が経過した現在においても先行きを見通せ

ない状況が続いております。多くの皆様が、プライベート/ビジネスともにニュー・ノーマルの模索又は適応に大きなストレスを感じていることかと思われま

す。そこで、COVID-19に関連する会計・税務トピックの情報をご提供させて頂き、少しでもビジネス面でのお役に立てれば幸いです。 

果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存

在する場合には、経営者は当該事象又は状況を解消又は改善するため

の実行可能な対応策を検討し、財務諸表において当該事象又は状況の

内容等を開示する必要があります。 
 
▶内部統制 

 COVID-19に伴うリモートワーク等の影響により、企業は財務報告に係る

新しい内部統制を整備・運用する又は既存の内部統制を変更する必要が

ある可能性があります。企業には、内部統制を有効に整備・運用する責任

があり、従業員の欠勤やリモートワークによる情報の欠如及び従来の統制

水準の維持が困難な場合には、経営者は適切にデザインされた補完統制

を特定して、その整備・運用状況を評価する

とともに、必要に応じて内部統制の不備があ

るか否かを評価する必要があります。業務実

態に即した内部統制を構築することで、その

目的である「財務報告の信頼性の確保」、「経

営の有効性と効率性の向上・確保」及び「法

規への準拠」を達成することが期待されます。 
 
■税務トピック （The Coronavirus Aid, Relief, and Economic 

Security Act （以下、CARES Act）） 
 
▶個人所得税 

 COVID-19感染拡大による影響を大きく受けた会社の救済措置として、

継続雇用税額控除（Employee Retention Credit for Employers Subject to 

Closure Due to COVID-19）がCARES Actで新たに設けられました。継続

雇用税額控除は、COVID-19に関連する行政命令により休業または一部

操業が中断された会社や事業が大きく落ち込んだ会社（特定の四半期の

総売上が前年の同時期の四半期収入の50％未満）等を適格雇用者とし、

適格給与の50%を控除することを認めています。適格給与の対象範囲は

2019年の期間中の適格雇用者の平均正社員数が100人以上の場合は

サービスを提供してない従業員に支払われる賃金に制限されるのに対し、

100人未満の場合は全ての給与が対象となります。なお、適格給与は個人

毎に計算する必要があり、従業員一人あたり年間＄10,000に制限されま

す。当該税額控除は、四半期ごとにForm 941 の社会保障税の雇用者分

に対して充当されます。 
 
▶法人税 

 CARES Actにおいて、欠損金の取り扱いに関する改正が行われており、

2017年に施工されたTax Cuts and Jobs Act（以下、TCJA）と合わせて、欠

損金の繰り戻し・繰り越しを考える必要があります。TCJAは欠損金の2年間

の繰り戻し又は20年間の繰り越し（繰り越し先の単年度課税所得の100％

まで相殺）を可能とする従来の取り扱いを変更し、欠損金の繰り戻しを廃止

する一方で、無期限の繰り越し（繰り越し先の単年度課税所得の80％まで

相殺）を可能としました。                     （3ページに続く） 

▶将来キャッシュフローの見積り 

 将来キャッシュフローの見積りは、会計実務における多くの場面で使用さ

れており、とりわけ、資産の減損（のれんを含む）、繰延税金資産の回収可

能性及び継続企業の前提の評価等の重要な要素となっています。COVID-

19の感染拡大と世界経済の低迷に関連して、将来キャッシュフローを見積

もることはより一層、複雑なものとなっています。見積りを複雑にしている要

因として、主に下記の点が考えられます。 

-  COVID-19の感染状況がどのように収束し、ニュー・ノーマルの状態に   

 至るまでに必要な過程と時間を予測するには高度な不確実性があり、想 

 定される結果は多岐に亘ります。 

-  COVID-19の実体経済への影響を予測する際には、政府によるビジネ 

 ス及び個人の活動の制限の度合い、市民のコンプライアンスレベル及び  

 政府支援の有効性等の、合理的な想定が困難な要因を考慮に入れる  

 必要があります。 
 
 企業は、上記の影響を踏まえたうえで、自社の将来キャッシュフローを見

積もる必要があり、その過程においては、そのような見積りの根拠を裏付け

る包括的な文書を作成し、必要に応じて主要な仮定に係る感応度分析を行

うことが有用です。 
 
▶資産の減損 

 将来見通しに関連する最も重要なトピックとして、有形固定資産、無形資

産及びのれんの減損テストが考えられます。 これらの非金融資産の減損テ

ストは将来キャッシュフローの見積りに大きく影響を受け、また資産の公正

価値の判定を将来のキャッシュフローに基づいて行う場合、割引率の設定

が重要な会計上の見積りとなり得ます。減損が必要であると判断された場合

には、減損後の金額が新たな原価となります。減損損失を認識した後の会

計期間において、経済状況の回復等に伴い将来キャッシュフローの見積り

が改善されることがありますが、米国会計基準においては原則として減損損

失の戻し入れは認められていないのに対し、国際会計基準においてはのれ

んの減損損失を除き、減損損失の戻し入れが認められています。 
 
▶継続企業の前提 

 財務諸表を作成している企業では、米国会計基準においては財務諸表

の発行日から、国際会計基準においては発行可能となった日から少なくとも

1年間に亘って事業を継続する能力があるか、いわゆる継続企業の前提に

ついての検討を行うことが求められています。COVID-19に伴う様々な影響

により将来の不確実性が高まっている状況下においては、通常よりも慎重な

検討が必要となり、企業は特に、（1）操業停止等の業務への影響の程度、

（2）製品またはサービスの潜在的な需要の減少、（3）契約で1年以内に履行

が求められる義務、（4）潜在的な流動性と運転資金不足、及び（5）利用可

能な信用枠等の既存の資金調達源を考慮することになります。検討の結

■会計トピック 
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令和元年度（2019-2020） 8月度 商工会常任委員会 議事録 

 

ビジネスウェビナー： 「コミュニケーションに対する新しい理解が組織を変える  

 ～新型コロナ時代で求められる対話とは～」 （主催：ヒューストン日本商工会） 
9/25 

  新型コロナ時代のビジネス環境下では、組織や社員の意識の変革が

求められています。そして在宅勤務が進む環境下では、どんなコミュニ

ケーションが求められているのか、お悩みの方も多いと思います。  

   本講習では、これまで200人を超える経営者を対象にコーチングをし

てきた鈴木義幸氏に、コロナ禍のような急激な変化に直面している時代

に組織全体が持続的に成長するうえで、どんなコミュニケーションが求め

られているのか、そして経営目標の実現に向けてどのように対話してい

けばよいのか、などお話しいただきます。皆様のご参加をお待ちしており

ます。  

日時： 2020年9月25日（金）6:00 pm～7：00 pm 

定員： 100名 

講師： 鈴木 義幸（すずき よしゆき）氏   

      株式会社コーチ・エィ 代表取締役社長  

  

お申込URLはコチラ 

お問合わせ先： ヒューストン日本商工会事務局    
Tel. (281) 493-1512  
Email:  sansuikai@jbahouston.org 
 

 

会員限定 

https://zoom.us/webinar/register/WN_B1xWhkN-TZO81QCby9655w
about:blank
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 今回のCARES Actでは、TCJAで廃止された欠損金の繰り戻し制度が復

活することとなり、2017年12月31日後2021年1月1日前に開始する課税年度

において生じる欠損金を過去5年まで繰り戻しすることを認める改正が行わ

れました。また、TCJAでは2018年期中に決算期を迎えるFiscal Year（例え

ば2018年3月期や2018年9月期等）の法人に対する欠損金の繰り戻しルー

ルも廃止されていましたが、今回のCARES Actでは過去2年の繰り戻し申

請が可能となりました。 

CARES Act施工後の発生年度ごとの欠損金の取り扱いは下記の通りで

す。 

法人税率が現在よりも高い2017年度以前の課税所得に対して欠損金を

繰り戻すことで、2018年度以降の繰り戻し又は将来年度への繰り越しを行う

よりも大きな節税効果を得ることが出来ます。 

なお、欠損金の取り扱いに関する改正の他に、過大支払利子税制（内国

歳入法第163条（j））の損金算入制限の緩和、適格リース物件改良費

（Qualified Improvement Property）に 関 す る 改 正、代 替 ミ ニ マ ム 税

（Alternative Minimum Tax）に係る税額控除に関する改正も行われており

ます。 

▶移転価格 

COVID-19の世界的な蔓延に伴い世界経済が減速している環境下に

おいて、企業の利益率低下や米国政府の税収入の減少が予想され、こ

れらが移転価格潜在リスクの増加及びIRS移転価格調査の活発化を招く

可能性があります。米国子会社の利益率の検証を行う利益比準法（すな

わちComparable Profits Method or “CPM”）は、米国では一般的に使用さ

れている移転価格検証方法ですが、不況下においては、売上の減少や

ビジネス再編等の臨時的支出が生じることで、米国子会社がターゲットと

している利益率を達成できないケースや通常では有効な移転価格構造

が連結ベースの課税所得との兼ね合いで非効率となるケースが考えられ

ます。一般的なグループ全体での移転価格リスク管理の手法として、研

究開発や無形資産を一つの拠点に集中させて、その他の拠点はリスクの

限定的な拠点・ルーティンの拠点として比較的低位安定的な利益率を保

つ手法があり、多くの日系企業もこのモデルを使用していますが、そのよ

うなリスクの限定的な拠点・ルーティンの拠点であっても、比較対象企業

や利益指標の見直し、特殊調整の必要性の検討、「不可抗力」による契

約責任の免除などの関連者間契約書の見直しを行うことが必要となる可

能性があります。また、IRSは売上が$50ミリオン以下の企業でも調査に

入った実例があります。「累積で営業損失があるので、IRSに移転価格調

査に入られてもCash Taxは出ない」と考えられている場合でも、調査年度

以前の時効が成立している年度の営業損失がそもそも不適切な移転価

格により発生したものであるという理由で、移転価格更正の際に累積の営

業損失とのオフセットをIRSが認めない実例があり、十分な注意が必要で

す。                （文責： Deloitte & Touche LLP 沖 隆士） 
 

This publication contains general information only and Deloitte is not, by means of this publication, rendering 
accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication 
is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or 
action that may affect your business. Before making any decision or taking any action that may affect your 
business, you should consult a qualified professional advisor. Deloitte shall not be responsible for any loss 
sustained by any person who relies on this publication. 
 
About Deloitte 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guaran-
tee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services 
to clients. In the United States, Deloitte refers to one or more of the US member firms of DTTL, their related 
entities that operate using the “Deloitte” name in the United States and their respective affiliates. Certain services 
may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting. Please see 
www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. 

 

                            Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved.  
 

は材料を揃えることからですが、粉の種類、イースト菌（パンを発酵させ

るために不可欠）の種類、それぞれ種類がとても多く、また馴染みがな

かったので、最初は何を買えばいいのか調べるだけでもとても時間がか

かってしまいました。思い付きで始めたので、ホームベーカリーなどの家

電は持っておらず、生地は手で捏ねて作っています。主に強力粉、水、

砂糖、塩、バターなどを混ぜて作るのですが、初めは両手に生地がくっ

つき、かなりベタベタします。当初は、生地がまとまってくるということが信

じられず、諦めてしまおうかと思うほどでした。それでも根気よく捏ねてい

ると不思議と生地はひとまとまりになります。その後発酵させると生地の

大きさが2倍ほどに膨れるのですが、私は何ともこの瞬間が好きで、毎回

大きくなった生地を見て、よく育ったなぁと、とても愛おしい気持ちになり

ます。手で捏ねると力も時間も、そして根気も要りますが、満足できるも

のが焼けたときの喜びはひとしおです。日本にいたころは当たり前に食

べていたあんぱんやカレーパン、食パンなど、アメリカに来ても食べた

かったものはたくさんあり、いつの間にか暇さえあればパン作りをすると

いうのが日課になってきていました。

また同じ材料・分量で作っても、その

日の気温や捏ね方によって違いが出

てくるので、何度も試してみたくなり、

今ではやめられない趣味となってい

ます。最近は自由に出掛けられない

状況で、友達にも会えず、気持ちが

塞ぎそうになる時もありましたが、この

先今ほど自分の趣味に時間をとれる

ことはないだろうと思い、今のうちに思

う存分に楽しもうと思っています。 

駐妻のヒューストン日記 

第192回 藤田 唯 さん 

 2019年4月にヒューストンに引っ越し、早1年と半年を迎えようとしていま

す。結婚するまで実家で暮らしていたため、この引っ越しが私にとっては

人生初の引っ越しとなりました。学生時代を含め、英語が得意だったわけ

でもなく、海外旅行といえばアジア圏内で、アメリカの地に降り立つのも初

めてでした。渡米前は運転免許も持っておらず、渡米決定後急いで教習

所へ通う手配をし、休みの日にはせっせと通ったことを今では懐かしく思

います。ヒューストンに来た当初は、言葉もわからない、運転にも慣れてい

ないという状況で、近所のスーパーに行くのも不安でした。どこへ行くにも

まずは夫に助手席に同乗してもらい、如何に車線変更をしないで済むか

（車線変更が大の苦手でした…）を確認し、運転の練習をすることからの

スタートでした。 

 初めは不安だらけのスタートでしたが、徐々に生活にも慣れてきたころ、

毎日時間があるので何か始めたい！と思い、始めたのがパン作りです。も

ともとパンがとても好きでよく買っていましたが、ヒューストンに来てからは

やはり日本のパン屋さんのものとは違ったので、パンを買うことは少なくな

り、日本の総菜パンや食パンが恋しいなぁと思っていました。そこで目に

ついたのがアパートに備え付けられている大きなオーブンでした。こんな

に素敵なオーブンがあるのに、好きなものに使わないのはもったいないと

思い、全くの初心者でしたが、パン作りに挑戦しようと思ったのです。まず
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知っておきたいジャパニーズテキサンの伝記 その① 

 8月号に掲載した「テキサスの日系人」シリーズ第1話のドナ・フジモト・コールさんのお話の後編です。 

 前回までのお話：日系二世の両親のもとに生まれたドナ・フジモト・コールは、コロラドから移住した先のテキサ

ス州リオグランデバリーで、その外見によっていじめを受けた。しかし、そんな逆境の中で、ポジティブな思考を

持つことで、自分の夢を叶えることに成功する体験を積んでいく。        (文責： 佐藤暁子) 

ドナ・フジモト・コールさん 
の 

＜後編＞ 

●結婚、離婚、子育て、そして起業 
 

 ドナの父ジョージは、テキサス移住当初農業に従事していたが、やが

てテキサス州とメキシコの農家からピクルスやポテト、ニンジンなどを買

い付けて、加工業者に売る仲買の仕事を始めた。その傍ら、趣味の

ボーリングを続け、ついにUvaldeという町でボーリング場を経営するに

至った。母メリーは、料理の腕を活かし、自校調理であった学校給食の

栄養士兼調理責任者として働いていたが、調理がセンターに移行する

にあたり退職し、ボーリング場の経営を手伝うようになった。 

 

―お父さんが農産物の仲買をやめて、ボーリング場の経営を始

められたことで、ドナさんにはどんな影響がありましたか？ 
   「私は大学に入ったばかりだったんだけど、大学を辞めてボーリング場

を手伝ったわ。18歳だった。私は受付で、お金を受け取ったり靴を出した

りして、母はスナックエリアを担当して

た。そのうえ、ボールが詰まると直しに

行ったり、ボーリング場の掃除をしたり、

すごい重労働だったのよ。 

 それから19歳で兄の友達と結婚。で

も、あちらは白人だったので、彼の家族

から反対されてね。特にお義母さんに

はいつも馬鹿にされたわ。私に話しかけ

るときは、わざとゆっくりしゃべるの。まる

で私が白痴か英語がわからないみたい

に。私は、ヒューストンで働きながら学校

に行って、コンピュータープログラマー

になるための勉強をしたの。働いていた

のは、ローンスター・ガス社よ。それか

ら、23歳で娘が生まれたけど、結局27歳

で離婚しました。」 

 

―それからお仕事を始めたんですか？ 
   「仕事を始めたのは24歳の時。ゴールド・キング・ケミカルという会社の

採用面接を受けたんだけど、3週間もテストや面接があったわよ。この会

社を選んだのは、当時、一番勢いのあった会社で、しかも、離職率が1%

だったから。でも、小さい会社で、最終面接のとき4時間も待たされてね。

担当者が帰った後、社長がひとりで電話に出続けて、なかなか面接して

くれない。じっと待っていたんだけど、社長が他の電話に出ている間に

も、どんどん電話がかかってくるのよ。それで、かかってきた他の電話に

私が出て用件を聞いてあげたの。そのあと面接で、『ほら、私を雇った

ら、あなたの寿命が5年は伸びるわよ』って言ってやった(笑)。それで無

事採用。社長秘書として、最初は電話に出たり、書類をそろえたり、支払

いや集金の会計関係の仕事をしていたんだけど、そのうち発注から配送

まで売買の方も任されるようになったの。やってみたら面白くてね。取引

先も私を信頼してくれて、商売がどんどん広がっていったわ。」 

―そこからどうやってご自分の会社を始められたのですか？ 
  「1975年にマイノリティ

プログラムというのができ

て、小さい会社が増えて

いたの。私の勤めていた

会社も取引先が広がっ

て、私も営業を任されるよ

うになって、株も26%所有

してたのよ。でも、私が女

だったので、日本の会社

に ビ ジ ネ ス の 話 を し に

行 っ て も 相 手 に さ れな

かった。それで、メンター

からお金を借りて化学製品を購入して、27歳で会社を興したの。 

 その時私は離婚したばかりで、娘は4歳。ここで失敗できないって踏ん

張ったわ。幸い、デュポンやエクソンモービル、シェブロン、シェルといっ

た大きな会社が取引をしてくれて、ビジネスが軌道に乗ったのよ。 

 会社の名前は、『フジモト・ケミカル』にするべきだったんだけど、私は

日本語が話せないし、日本の会社だと思われて取引してもらえないかも

しれないと思って、『コール・ケミカル』にしたってわけ。」 

 

 ドナは、2010年にヒューストン女性誌によるヒューストンの50人の最も

影響力のある女性の1人に、2013年には、ヒューストンビジネスジャー

ナルによるヒューストンのマイノリティ所有企業トップ10と、アジア系アメ

リカ人のWho’s Whoに選ばれた。また、2014年には、Cole Chemicalは

ICIS*の化学品販売業者ランキングで世界で131位となり、Fortune 

500**とSBA***から多数の品質賞を受賞した。 

 

＊ICIS(Independent Commodity 

Intelligence Services)は、エ ネ ル

ギーと肥料分野での世界で最大の

石油化学市場情報プロバイダー。 

**Fortune 500は、Fortune誌がまと

めて発行した年次リストで、米国の

最大の企業500社をそれぞれの会

計年度の総収益でランク付けして

いる。 このリストには、株式を公開

している企業と、収益を公開してい

る株式非公開の企業が含まれて

いる。 

***SBA（U.S. Small Business Ad-

ministration)は、中小企業のため

のカウンセリング、資本、および契

約の専門知識を提供する中小企

業に完全に特化した唯一のキャビ

ネットレベルの連邦政府機関。 

▲娘（テリー）と 

▲男性優位の化学品業界の中で先駆

的な女性（1980年） 

▲従業員たちと（1980年） 
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●日本との懸け橋に 
 

―今のドナさんの日本企業や日本とのかかわり方から見ると、ここま

でのお話では、日系人であることとご商売が結びついていないよう

なのが不思議です。 
  「私が子供のころ、日本人であることは隠すべきことで、日本語は話して

はいけない言葉だったの。私は自分がアメリカ人だと思って生きてきたし、

こういう外見でなかったらよかったのに、と数えきれないほど思ってきた

わ。」 

 

―それが、どうして日本とかかわりを持つことになったのですか？ 
  「うーん、直接のきっかけは、グレン権藤氏だけど、はじめは両親をヒュー

ストンに呼んだところからかしら。両親も年になったので、ボーリング場の経

営を辞めてもらったのよ。父は37年続けたボーリング場を売って、2006年に

ヒューストンに引っ越してきたの。それで、両親のために日本人に会える場

所に連れて行こうと思って、アジア協会の理事になったり、ジャパンフェス

ティバルに連れて行ったりしたのよ。 

 権藤氏には、アジア協会の理事会で知り合いになって、私がヒューストン

市の公園管理局の理事をやっていたこともあって、ジャパンフェスティバル

の関係でヒューストン日米協会に誘われたの。」 

 

―それで日本に興味が出てきたのですか？ 
  「2006年に、Japanese American Leadership Delegation（JALD）プログラム

(=日系アメリカ人リーダー訪日招聘プログラム)で生まれて初めて日本に

行ったのよ。日本に行ったとき思った事？最初に思ったのは、『周りの人が

皆私と同じ！』ってこと。紛れ込んでもわからないわ、って。あんなの初めて

だった。…でも、しゃべったら違うの。それで、『私は日本人なの？アメリカ

人なの？』って思ったわ。日本で訪れたところはとても魅力的だった。それ

から、『私は、日本人でもあり、アメリカ人でもある』って思うようになったの。 

 それがきっかけで自分が日系人だということを意識し始め、日本とアメリカ

の架け橋になりたいと思うようになって、いろいろな活動に参加するように

なったのよ。あれから今までで6回、日本に行ったわ。」 

 

 ドナは、米国と日本の架け橋としての功績が評価され、2014年に日本外

務大臣表彰を受賞。その後、米日カウンシルと女性エネルギーネットワー

ク諮問委員会のメンバーにも選ばれた。他にも多くの国内、地域、諮問委

員会に参加しており、現在はアジア太平洋アメリカ女性センター、セント

トーマス大学諮問委員会、ライス大学アジア研究センター、女性の家、

ヒューストンマイノリティサプライヤー開発に参加している。 

―いろいろなさっていらっしゃいますが、この状況下、将来に向け

てどのような事をお考えですか？ 
  「コロナの影響で、これから世界は変わる。貪欲ではいられないし、いて

はいけない。自分に本当に必要なものは何かと、みんなが考えるようにな

るわ。よくWin-Win（ウィンウィン）の関係というけど、自分の利益を最初に

考えるのはだめ。相手にいかに利することができるかを考えるようにする

の。それが最終的に自分の利益になることもあるけど、それはおまけよ。 

 第二次大戦後、日系人は日本人であることを隠すことで、アメリカ社会に

溶け込んでいったし、うまくやってきたと思う。でも、日本に行くと、外国人

はなかなか受け入れてもらえない。人種が違うからって。今、BLM（黒人の

命は大事）という運動が盛り上がっているけど、黒人と結婚している日本人

も大勢いるでしょう。だから、黒人だけではなくて、誰かのために立ち上が

るということが大事だと思うのよ。日本人とか黒人とかではなく、人種の問題

を乗り越えて、思いやりというのはどうすることかという見本を見せていきた

い。 

 そして、無駄をなくす3Rや環境問題、人種問題に真剣に向き合って、み

んなが幸せに暮らせる社会になるように、会社の方向性もシフトさせていき

たいと思っているの。」 

 

 今やテキサス州内だけでなく、日本の政財界にも親しい友人を持つコー

ルさんの周りには、さまざまな人種の老若男女が集まっています。相手が

どんな人でも分け隔てをしない人柄は、日系人として虐げられてきた経験

があったからこそなのでしょう。いろいろな人の苦しみや痛みを理解し、

困っている人たちにいつでも手を差し伸べる優しさと前向きなエネルギー

を、私たちも身に付けていきたいものです。 

 

 

 

知っておきたいジャパニーズテキサンの伝記 その① 
の 

▲日テキサス経済サミット(2018年） 

左から、ドナ、大村愛知県知事、故米日カウンシルのアイリーン・ヒラノ・イノウエ

会長、シスネロ元サンアントニオ市長  
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 ▲アメリカンリーダーシップフォーラム 



 ずっと画面の前に座ったままの授業形態にならないよう、手遊びや体

を動かすリズム遊びを活動の中にできるだけ盛り込み、本来座って行う

文字の時間も、動きのある探し物活動や家族と触れ合う時間を取り入れ

たことで、子供たちのやる気が増し、最初は15分も集中力が持たないだ

ろうと思われた幼児が、今では1時間目から5時間目までしっかり集中力

を維持することができるようになりました。 

 また、教室ではつい見逃してしまいがちな子供たちのつぶやきや一人

一人の表情がリモート授業では画面越しに瞬時にこちらに伝わってくる

ので、教師が個々の様子を的確に捉えることができるようになり、むしろ

教室での指導よりも細やかな対応をすることができるのではないかと考え

ています。 

 さらに、リモート授業

での子供たちの様子

は、お互いが緊張して

始まった当初に比べ、

今では子供たちにとっ

てリモート授業は特別

な状態ではなくなって

きたことがはっきりと分

かり、画面越しに先生

や友達と自然に会話

をして交流するようになって、言葉による伝え合いを楽しむ姿が見られて

きました。最近ではお話を聞く時と話す時の区別も徐々についてきてお

り、発達段階にあった目指すべき授業態度に少しずつ近づいてきている

のではないかと思います。 

 幼児教育の根幹は遊びを通じた総合的な指導です。幼児教育をリ

モート授業で行うのは無理ではないかという様々な懸念もあり、実際入

園を見合わせた家庭も数件ありました。前述のような活動内容の工夫を

行いながらも、どうしたら子供自身が遊びを通して、自ら考え、興味を広

げ、気づき、発展させていけるのか、子供たちの「やってみたい」と思う気

持ちを引き出すにはどんな工夫が必要なのかを常に念頭におきながら

指導内容を考えることが幼稚部教員共通の課題です。これは教室での

指導でもリモート授業でも同じことが言えると思います。  

 幼児に対するリモート

授業は、保護者のご協

力なしでは実現しません

でした。感謝の気持ちを

忘れず、今後も子供たち

のために何ができるかを

最優先に考えて指導を

行っていきたいと思いま

す。 
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 幼稚部では、幼稚園教育要領などを基に補習校の実態に合わせてカリキュラムを作成し、指導にあ

たっています。このカリキュラムは固定的なものではなく、子供の発達段階に見合ったものであるか、ま

た本当に実行できているかどうか確認しながら、常に見直しをしています。今年度はCOVID-19の感染

拡大のため自宅待機令が下り、多くの子供たちが家の中で過ごすことになりました。そんな子供たちに

補習校の教室で行っていた元来の指導がどのような形で提供できるのか、教員同士で何度も話し合

い、アイディアを出し合って、現在のリモート授業が始まりました。 

（文責: 幼稚部教員一同） 

幼稚部編 

 リモート授業を開始するにあたって、まず一番懸念したことは、使用予

定の教材がリモート授業に適しているかどうかということでした。どのよう

な教材が適しているのか全く予想がつ

かず、今ある教材でとにかくやってみ

ようということになりました。また、普段

の教室での活動の中で、これなら画面

越しでも楽しくできるのではないかとい

う活動を一つ一つ、試行錯誤しながら

やってみることにしました。 

ヒューストン補習校リモート授業  

 リモート授業の為に考慮した点は、制作の時間を毎週確保したり、日

本の行事や祝祭日の説明をする時は言葉だけでなくスライドを使用し、

画面を見て理解できるようにしたことです。そして、子供たちに話しかけ

る時はゆっくりはっきりした発音を心がけました。どのようなスタイルが視

覚的に分かりやすいのか、また、技術的なことも実際やってみないと分

からないことが多く、例えば、画面で紙が反射し、子供たちから見えにく

いことがあると、子供たちの集中力が途切れてしまうことがありました。そ

んな時は小さな遊びや出し物を素早く取り入れて、子供たちの気持ち

を切り替えながら授業を進

めるようにしました。 

 授業は普段教室で行って

いる指導と同じ内容です。

文字や数の練習、歌、リズ

ム遊び、季節の制作、読み

聞かせなど、リモート授業で

は1単位30分の対面時間と

30分の自学時間と休憩を繰り返し、合計1日5単位行っています。文字

の時間は読み方や書き方を覚えるだけではなく、その文字がつく言葉

を子供たちと一緒に探したり、また各ご家庭からその文字のつく物を探

すゲームをして、探したものを画面で共有し、友達や教師と伝え合った

り、母の日や父の日には、お母さんやお父さんにインタビューし、好きな

ものや好きなことを聞いてそれを発表したり、家にいながらできるリモー

ト授業だからこその活動も授業に取り入れました。また手作りの教材を

用いて視覚的に楽しく身近な物の数量や図形（文字）に興味がもてるよ

うな時間をどのクラスでも確保するようにしました。読み聞かせは子供た

ちが毎週一番楽しみにしている時間

のようで、『先生絵本読んで』という声

がどのクラスからも頻繁に聞こえてきま

す。子供たちの大好きな読み聞かせ

の時間を優先的に確保し指導計画を

立てました。  

1.幼児へのリモート授業導入の課題 

２.リモート授業で留意したこと 

３.リモート授業を実施しての成果や課題 
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EZ Cooking -小麦粉編- 

＜エコのみ焼＞ 
 冷蔵庫の中に、ほんの少しだけ残ってしまったほんの少し古い料理。

食べ物を捨てるのは抵抗があるけど、あまりおいしそうではなくなってし

まった料理は、食欲をそそることなく、「そのうちだれか食べるよね」と自

分に言い聞かせて、冷蔵庫に逆戻り。こうしてその食べ物はまた少し古く

なっていく…。食糧不足で苦しむ人々がいる一方、毎日大量の食べ物

が捨てられているのも現実。そんなことも考えると、食べてあげるのが真

の「いただきます」の精神です。 

 そこで、小麦粉を使った「残り物をおいしく食べるエコ料理」をご紹介し

ます。  
 

【材料】 

・冷蔵庫の中の残り物 *何種類かあると面白い 

・卵（丼2杯分くらいの残り物につき卵1つ） 

・All Purpose Flour（卵1つにつき1/2カップくらい） 

・水 

（・ネギ、パクチーなどの青物）*オプション 

・油 適量 
 

【作り方】 

1．残り物を大きなボウルに入れる。材料の大きさがバラバラなときは、2

センチくらいの大きさにそろえた方が食べやすい。この時、キッチンバサ

ミでジョキジョキ切ると簡単。 

2．1のボウルに卵を割り入れる。 

3．2のボウルにAll Purpose Flourを入れ、水を注いでよく混ぜる。水は、

残り物の汁気によって調整する。タネがゆるいともんじゃ焼き風、タネが

固めだとお好み焼き風になる。 

4．お好みで、ネギやパクチーなどを入れても良い。 

5．熱したフライパンに油を敷き、お好み焼きの要領で両面を焼く。 

6．焼きあがったら、お好みでケチャップ、マヨネーズ、ソースなどをかけ

ても良い。 
 

 残り物がどういう味

だったかによって、毎

回違う味が楽しめま

す。味が予想できな

い、というところに闇

鍋的な楽しさが！み

んなで味を予想しな

がら食べるのも良い

ですね。 
  

＜ホットケーキ＞ 
【材料】 *200g分 

・All Purpose Flour       150g 

・ベーキングパウダー    5g 

・砂糖             40g 

・塩             ふたつまみ 

・卵                           1個   

・牛乳                       200ml 
 

 バナナ、ヨーグルトなど入れても美味しいの

で、お好みで。その際は、牛乳の量を調整して

ください。       

＜食パン＞ 
 アメリカでは様々な種類のパンが売ってい

て、サンドイッチ用には事欠かないのです

が、日本のような厚切り食パンが食べたいと

思っていました。日本製のパン焼き器をお持

ちの方から簡単においしく焼けると聞いてい

たので、当初日本製のパン焼き器の購入を

考えていましたが、値段が高いのと壊れたと

き の 修 理 等 を 考 え て 日 本 製 は 断 念 し、

COVID-19の少し前にアメリカ製の$100以下

のBread Makerを購入しました（COVID-19流

行の直後から売り切れとなっていましたが最

近また出回ってきたようです）。購入の決め手

はDishwasher Safeというところ（食洗器で洗えるのは実に便利です）。 

 レシピは私の強い味方？であるクックパッドから人気のレシピをその時

によってチョイス。分量は日本のレシピの大体1.5～2倍くらいでちょうど

良いくらいでしょうか。材料の分量を量るために0.1ｇ刻みで表示できる

Digital Scaleもあると便利ですね。 

 パン焼き機に材料を量って入れていくだけ、およそ3時間ほどで焼き

上がります。出来栄えは（と言うほど私は何もしていませんが）、思ったよ

りはふっくらとおいしく焼けます。Bread Flourだけで作ったり、All Pur-

pose Flourと半々で作ったり、粉によっても

味や食感が少し異なりますが、それはそれ

で美味しくいただけます。せっかく手軽に

手に入るのでドライフルーツを入れたりする

と違う風味を楽しむ事もできますが、入れる

のは高価な全自動と違いお値段なりの手

動投入です。焼ける時の香りと焼き立ての

美味しさは格別ですね。 

 今回のEZ Cookingは我々のまわりにいっぱいある小麦粉を使ったお料

理を集めてみました。小麦粉といってもいろいろな種類があります。そち

らの情報も掲載しますのでご参考になさってください。 （ガルフ編集部） 

 その他の分類 
・Bleached（漂白済み）/Unbleached（漂白なし） 
＝酸素や塩素ガスなどで漂白しているかどうか 
・Enriched（栄養強化）/表示なし 

＝精製過程で失われる栄養分を添加している

かどうか 

 

※アメリカでは健康目的でビタ

ミンなどの添加を推奨 
→日本の小麦粉は漂白も栄養

強化もされていません！ 

＜日本とアメリカの小麦粉＞ 

日本 アメリカ グルテン 

含有率 

強力粉 Bread  
Flour 

11.5～13% 

中力粉 All Purpose  
Flour 

10～12% 

薄力粉 

～中力粉 

Pastry  
Flour 

8～9% 

薄力粉 Cake  
Flour 

7～8% 



と大きな出来事に巻き込まれるわけではありません。彼らのささやかな言

葉や行動が、私たちの胸に深い感動や温もりを与えてくれるのです。 

 例えばモグラと狐の出会い。「罠にかかってなけりゃ俺はおまえを殺して

るだろう」と狐に言われるのに、モグラは狐を捕らえていた縄を噛み切りま

す。モグラは言います。「物事にどう立ち向かうかに僕たちの大いなる自

由があるんだ」と。そのモグラが水に落ちたとき、助けてくれたのは狐でし

た。 

 あるいは男の子とモグラの会話。「時々ね、みんな僕のこと普通だって

気づいちゃうんじゃないかって心配になるんだ」「愛し愛されるのに、特別

である必要なんてないんだよ」 

 そして「助けを呼ぶこと」についての馬の言葉。今までで最も勇気を出し

たのは助けを求めたときだと馬は言います。「助けを求めるのは、音を上

げることじゃない。それは諦めないことの意思表示だ」 

 そんな彼らは嵐の中で語ります。「大きな物事が自分たちの手に負えな

いときは…すぐ近くの自分の愛するものにじっと心を向けるんだ」「嵐はい

ずれ過ぎ去るから」 

 素朴でいて哲学的にも思えるこうした会話を通じて、私たちは世界の美

しさを、善く正しく生きる術を、そして愛し愛されることのかけがえのなさを

知るのです。一見すると子供向けにも見えますが、大人から子供まで、誰

もが楽しむことにで きる本で す。BARNES&NOBLE書店の2019年の

BOOK OF THE YEARにも選ばれたこの一冊、是非ご家族でお楽しみく

ださい。 

 なお上記の引用は拙訳ですが大変未熟でこの作品の素晴らしさを全く

伝えられていませんので、この本を手にとって原文の言葉の美しさに触れ

ていただけると幸いです。                  

（文責: 鵜飼 信） 

Gulf    Stream 8 Vol.45 No.12 September 2020 

お家で簡単ストレッチ＆エクササイズ 

 第4回 

ドロリンガー真紀 (準会員)  Pro Relief Chiropractic    

 Katyにてカイロプラクティック治療院を開院 

 テキサス州公認カイロプラクター 

 前回は腸腰筋のストレッチ、お腹の筋肉を鍛えるエクササイズを紹介し

ました。前々回のエクササイズ第2回で説明しましたが、背中を丸める姿

勢が楽と感じる人はお腹の筋肉と臀部の筋肉が弱く、体幹の筋肉である

腸腰筋と背中の起立筋が固くなっているケースが多いです（図1）。弱い

筋肉は鍛えて、固くなっている筋肉は刺

激をいれてアクティブな筋肉に戻すため

に4つの筋肉群のエクササイズを紹介し

ていますが、今回は臀部のエクササイズ

編です。臀部の筋肉は大臀筋、中臀筋、

小臀筋と3種類あります。この3つの筋肉

は骨盤と下半身を安定させる重要な筋肉

群です。人間は直立二足歩行をするた

め四足歩行のサルなどに比べてこの筋

肉群は発達していますが、逆に言うと四

足歩行できない人間は臀部の筋肉が衰

えてくると、腰、股関節への負担が大きく

かかり、慢性的な腰痛や股関節痛、膝痛

などの原因にもなります。  
 

1. レッグエクステンションエクササイズ 
 図2のように手を肩幅に広げ、片足を

後ろに上げます。膝は曲げずに行いま

す。腰痛持ちの人は足を後ろに突き上

げ過ぎず、背中と平行、もしくは少し上

にあげるだけでも臀部はもちろん、ハム

ストリングにも効きますので、お尻の下

のたるみを解消したい方にも有効的な

エクササイズです。ゆっくりと息を吐きな

がら行ってください。（10回×3セット） 

3．臀部ストレッチ 
 図4のように片足を折り畳み、折り畳んだ足は内側にずらすことで大臀

筋はもちろん、中臀筋のストレッチにもなります。エクササイズの前後は

必ず、ストレッチを行ってください。エクササイズ前のストレッチはケガ予

防に、エクササイズ後のストレッチは翌日の筋肉痛を軽減させます。 

 なんて美しい本なのだろう。初めて手にしたとき、そう感じたことを思い出

します。 

 ロンドン在住のイラストレーターCharlie Mackesyの手になるこの本は、手

書きの文字をそのまま印刷するというスタイルをとっています。それが絵巻

物や書画を連想させるからか、どことなく日本的な雰囲気も感じます。また

ペンと水彩によるイラストからは『星の王子さま』に似た印象も受けます。 

 物語はとてもシンプルで、登場人物（動物）はタイトルに出てくる男の子、

モグラ、狐、それに馬の4人（匹・頭）だけ。彼らが出会い、言葉を交わし、

旅に出ることで物語は進んでいきます。といっても、冒険活劇のように次々

“THE BOY, THE MOLE, THE FOX 
AND THE HORSE”  
 

CHARLIE MACKESY著  
 

出版社 Harper One 
USA $22.99 
 

作者の創作の様子が動画で紹介されています。こちら

も是非、ご覧ください。 
https://www.youtube.com/watch?v=AJ47BQQuh_I 

図1 

図3 

図2 

2. レッグアブダクションエクササイズ（中臀筋） 
 図3のように四つん這いになり、膝を曲げたまま股関節を開くよう意識し

て足を外側に上げます。図のように臀部と並行になるくらいまで上げま

す。上げすぎると股関節部分に負担がかかるので、気を付けてゆっくりと

行って下さい。（10回×3セット） 

図4 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ47BQQuh_I
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 日本は誰でも健康保険に加入することができ、それが当たり前になっていま

す。しかしアメリカはそうではありません。低所得者や高齢者、障害者以外は日

本よりも高額な保険料を払わなければ加入することができず、2019年は全米の

約8.5％が未加入者と言われています。今年はCOVID-19の影響で、その数は

更に増加するようです。 

 またカバー率も保険会社やプランによって大きく異なります。日本の健康保

険は3割自己負担がほとんどですが、アメリカの健康保険は8割保険会社負担

のケースもあれば、累積額が1000ドルまでは自己負担、それを超えると全額保

険会社負担、というケースもあります。  

 日本の医療機関は退院日や診察が終わるとそのままお会計となるケースが

ほとんどです。しかしアメリカはその場で精算することはほとんどありません。

しかも請求書は医療機関からだけでなく、保険会社から請求書が届くことも

少なくありません。更にそれらのレターが届くタイミングは機関によってバラバ

ラ。我が家の場合、息子がかかっている医療機関が多岐に渡るため、毎週山

のようなレターが届き、それを整

理するのも一苦労です（我が家

は夫に全てお任せ…）。日本の

病院は診察終了からお会計ま

で長時間待たされることが問題

にもなっていますが、それでも

その日のうちにスッキリ精算でき

るのは良かったなと、山積みの

レターを見ながら思ってしまい

ます。 

 日本は内科でも歯科でも眼科でも1つの健康保険でサポートしてくれます

が、アメリカの保険は分野ごとに異なる健康保険に入る必要がある場合があり

ます。例えば歯科は歯科専用の保険に入る必要があります。普通の健康保険

では歯科はカバーされないことが一般的です。また眼科は基本的には健康保

険でカバーされますが、メガネやコンタクトレンズはカバーされないことがほと

んどです。そこで調整などで受診が必要な時の為に、眼科専用の保険もあり

ます。医師に診てもらわないとコンタクトレンズが処方されないのは日本と同じ

ですね。  

ヒューストンは医療の最先端 
 息子誕生～これまでの生活で気付いたアメリカと日本の違い 

 おかげさまで先月掲載させて頂いた記事が好評でしたので、第2弾も書かせて頂くことになりました。 

 今月は健康保険の違いについてです。日本と大きく異なる制度に、最初は戸惑うこともありましたが、病院も保険会社も 

とても丁寧に教えてくれました。今回は私の実体験を交えながら健康保険についてお話させて頂きます。 

※健康保険は保険会社やプランによって内容が大きく異なりますので、詳細は病院や保険会社にお問い合わせください。 

アメリカでは加入は当たり前ではない  診察終了後お会計…ではない  

 保険会社によっては、日本語スタッフによるサポートを受けることができます。保険の内容確認はもちろん、病院や薬局など医療機関への通訳サービスを

行っている会社もあります。これまであまり保険会社と接点がなかった方も、これを機にうまくご活用頂き、少しでも生活がスムーズになれば幸いです。また、グ

レーターヒューストン日本人会発行のメディカルハンドブック、商工会お助けマップの生活情報 病院・クリニックも参考になると思います。 

 保険会社との電話で「クレームに

ついて」と初めて言われた時、ドキッ

としました。「えっクレーム？苦情？」

と思ったのですが、日本で使われて

いる「クレーム」という言葉は和製英

語だそうです。ここでの「Claim」 は、

医療機関もしくは被保険者が医療

費の支払いについて保険会社に行

う申請のことを指します。 

 息子のかかりつけの病院では「Co-Pay  （コペイ）」と呼ん

でいます。受付で「Co-Payのお支払いをお願いします」と

言われることがあります。これは医療サービスを受ける際

に自己負担する一定額のことです。息子の場合、通常の

診察時は20ドル、救急（ER）の時は200ドルを請求されま

した。一度同じ病院内の通常診察時に「40ドルお支払い

ください」と言われたので「いつもは20ドルなのですが？」

と尋ねると「では20ドルで」と言われたことがありました。料

金は必ず確認する必要があると実感した出来事でした。  

 医療サービスが加入している健康保険のプランの適用外のこと

を「Out-of-Network」と呼びます。その場合、医療費は全額自己

負担となる場合が多く、プランによっては累積額が一定額を超え

ると一部保険会社が負担してくれるプランもあります。たいていの

病院は事前にOut-of-Networkではないかを教えてくれたり、「こ

の治療はOut-of-Networkだけど、彼にとって必要だから保険会

社に申請しておくよ」とドクターが保険会社に申請してくれることも

あります。また保険会社に問い合わせれば 、その医療サービス

が Out-of-NetworkかIn-Network かを教えてくれます。 

保険でカバーしてくれる範囲の広さ  

それぞれの分野専用の保険 

 アメリカは保険料が高額ですが、カバー範囲も広いようです。息子は難聴の

為補聴器を利用していますが、日本だと息

子の難聴レベルでは障害者手帳は付与さ

れず、保険対象外です。最近になり一部を

自治体が負担する制度が出始めました

が、それでも自己負担額はとても大きなも

のです。私たちがアメリカで受け取った際

はほぼ全額保険会社が負担してくれまし

た。何千ドルもする高度医療機器なので、

大変ありがたかったです。他にも、赤ちゃ

んの頭の形を治すのに使われるヘルメット

は、日本は全額実費となるケースがほとん

どですが、アメリカはある程度保険会社が

カバーするケースが多いようです。  

保険・費用関連で良く使われる用語集  

Co-Payment  Claim Out-of-Network  

息子の補聴器は右耳が赤、左耳が

青。彼が大きくなった時、自分でも

わかるような色選びをしました。 

https://www.jagh.org/medicalhandbook/
https://www.jbahoustonotasukemap.com/medical
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前回の西岡裕次郎先生から脳神経外科がご専門の田代亮介先生にバトンが移りました。  

 みなさん、はじめまして。2019年10月にヒューストンに来ました田代亮

介と申します。日本では脳神経外科にて臨床診療および研究に従事し

ておりました。現在は、McGovern Medical Schoolにて脳出血後の損傷

および修復メカニズムに関する基礎研究に従事しています。 

 今回は、身近な病気ではなく、むしろ比較的珍しい病気ですが、日本

人が命名した病気の名前が世界中で使 われている「もやもや病

“moyamoya disease”」という病気をQ&A形式で紹介します。 

 

Q1 「もやもや病」って正式名称ですか？ 

A1 はい、正式名称です。英語では“moyamoya disease”と表記します。 
 

Q2 いつも頭の中が「もやもや」して仕方ないのですが、これってもやも

や病ですか？ 

A2 違います。脳の血管が「もやもや」した形状を示すので、この名称が

付けられました（図1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 脳の内頸（ないけい）動脈という血管の末端が狭くなり、脳の血

の巡りが悪くなる脳虚血状態を引き起こし、脳虚血を是正すべく「もやも

や血管」が発達するのが、もやもや病の特徴です（図1）。私の日本の所

属教室である東北大学脳神経外科初代教授・鈴木二郎により、「もやも

や病」と名付けられ、世界中で“moyamoya disease”として知られるように

なりました。なぜ「もやもや」という名前になったかと言いますと、タバコの

煙が立ち上る様子と血管像が似ているというのが理由です。 
 
Q3 日本人が名付けたということは日本人に多い病気ですか？ 

A3 はい。日本や韓国、中国を中心とする東アジアに患者が多い病気で

すが、欧米でも患者がみられます。ヒューストンでもTexas Children’s 

HospitalやMethodist Hospitalで診療が行われています。 

Q4 歌手の徳永英明さんがかかった病気でしたっけ？ 

A4 はい。徳永英明さんは、もやもや病による脳虚血の症状が起こり、手術

を受けたことを公表されています。 

（解説） みなさんのイメージでは脳卒中は高齢者の病気だと思いますが、

もやもや病は小児・若年成人(20~50歳)での脳卒中の原因疾患として重要

な病気です。 
 

Q5 どんな症状が出るのですか？ 

A5 脳虚血の症状としては、手足の力が抜ける・しびれる、ろれつが回らな

いといった症状があります。脳梗塞になってしまうこともあれば、一過性の

症状（一過性脳虚血発作）を繰

り返すこともあります。また、脳出

血を起こし、頭痛、意識障害を

引き起こすこともあります。 

（解説） 内頸動脈という血管の

末端が狭くなることで、脳虚血状

態を引き起こすことで、脳梗塞を

引き起こします。小児では、脳虚

血の代償起点としての血管の発

達が不十分であることが多く、脳

梗塞に至ることも少なくありません。典型的な症状としては、「リコーダーを

吹いているときに倒れた」「（ラーメンを冷やまそうとして）フーッとしたら手

足の力が抜けた」です。一方、成人では、脳虚血を代償する血管が発達

し、脳虚血の症状は一過性脳虚血発作となることが多い一方で、もやもや

血管が破綻することによる脳出血もみられます。もやもや病は、脳梗塞と

脳出血の両者を引き起こしうる病気です（図2）。 
 
Q6 生まれつきの病気ですか？原因はわかっているのでしょうか？ 

A6 生まれつきの病気ではなく、だんだんと頭の血管が細くなります（後天

的な病気）。また病気の原因は解明されていません。 
 

Q7 どんな治療があるのですか？ 

A7 脳梗塞や脳出血を起こした場合には、入院のうえ症状の悪化を予防

する点滴や脳出血を除去する手術を行います。無事元気に回復すること

ができれば、再発予防のバイパス手術を考慮します。 

（解説） 脳卒中においては、もう一度脳卒中にならないようにする再発予

防がとても重要です。近年の研究により、脳虚血で発症した患者、また脳

出血で発症した一部のもやもや病患者で、バイパス手術が脳卒中の再発

予防に有効であることが明らかとなりました。もやもや病のバイパス手術は

とても特殊です。皮膚を栄養する血管（浅側頭動脈）を脳の血管（中大脳

動脈）につなぐ直接バイパス手術と、血流が豊富な筋肉や髄膜を脳に接

着させ、脳を栄養する血管の発達を促す間接バイパス手術を組み合わせ

た手術方法が広く世界中で行われています。 
 
 今回は、日本人が疾患概念の確立に貢献したもやもや病という病気を紹

介しました。世界各国の急成長に遅れを取りがちな我が国ではあります

が、「優れた観察力」「丁寧・繊細な技術」「本質を見抜く力」は日本人の長

所ではないかと感じております。医療・医学の貢献に資するような業績を

挙げられるよう頑張っていきたいと思います！今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 

第191回 

      もやもや病 “Moyamoya Disease”  

McGovern Medical School研究員  

  田代 亮介 
   

 次回は幹細胞生物学がご専門の吉本桃子先生です。Institute of 

Molecular Medicineで研究室を主宰され、権威ある学術誌に論文を多

数発表されています。3月・4月のコロナ勉強会のみならず、医学研究

者の勉強会の主催等日本人コミュニティーにおいて中心的役割を担わ

れており、いつも大変お世話になっております。 

▼図1 

▼図2 
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ピーカンキッズ ～読み聞かせの会～ 

 「読書は心の旅である」という言葉があります。この春以降は外出もまま

ならず、夏に計画していた旅行も諦めざるをえなかった方も多いと思い

ます。そんな時、絵本の読み聞かせや読書で心の旅をするのはいかが

でしょうか。 

  今回は「旅」をテーマに絵本をご紹介したいと思います。この記事を読

んで少しでも旅行気分を味わっていただけると嬉しいです。 

「巨大空港」   
 鎌田歩 作（福音館書店） 

  さぁ、旅に出ましょう。飛行機から降り

てくる乗客、これから出入国の手続きを

する人々など、巨大な空港の一日が描

かれた科学絵本。整備工場や機内の清

掃、飛行機から運び出された荷物が流

れていく様子など、普段は見ることので

きない空港の裏側まで描かれていて心躍ります。大きく見開くページも

あり、見ごたえがあります。（5、6才から。図書館購入予定 ） 

「おすしのさかな」  
  監修：川澄健 サンシャイン水族館 ほか 

 （ひさかたチャイルド） 

 日本に帰国したときのお楽しみの一つは

何といってもお寿司。この写真絵本では、魚

が水中で泳ぐ様子から握ってお寿司になる

までが紹介されています。子どもだけでなく

大人も夢中になってしまう一冊です。（3、4才から。図書館所蔵） 

「おばあちゃんの小さ   

 かったとき」  
 おちとよこ 文  

 ながたはるみ 絵 

 （福音館書店） 

 おままごと、石けり、駄

菓子屋さんにおふろ屋さ

ん…。1950年代から1960

年代頃の子どもたちの、

懐かしい昭和の暮らしを描いた絵本です。祖父母世代と孫世代をつな

ぐ架け橋になることを願い、1988年に刊行された「母さんの小さかったと

き」が改訂されたものです。この本を読むと日本でおじいちゃん、おばあ

ちゃんとお話しているような気持ちになります。図書館には男の子バー

ジョン「おじいちゃんの小さかったとき」も所蔵されています。（子どもから

大人まで。図書館所蔵） 

「家をかざる」 
 小松義夫 文・写真（月刊たくさんのふしぎ 2019年 

 4月号 福音館書店） 

 壁や天井に15年かけて花の絵が描かれたポ

ルトガルの家、日干しれんがに色を塗ったり装飾

したりしたブルキナファソの家。ギリシャ、ロシア、

エクアドルをはじめ世界各地の美しく飾り付けら

れた家が紹介されています。まるで本当に世界

を旅しているかのような気分が味わえる写真絵

本です。（小学校中学年から。福音館書店HP

「おうち時間を楽しむコンテンツまとめ」内にて無料公開中） 

「旅の絵本、旅の絵本 Ⅱ」  
 安野光雅 作（福音館書店） 

 「旅の絵本」は中部ヨーロッパ

の自然や背景が繊細克明に描

かれた、文字のない絵ばかりの

絵本。畑でぶどうを摘む人々、

古城の前のマーケット、教会の

屋根を修理する様子など、ペー

ジをめくるごとにたくさんの物語がみえてきます。「旅の絵本Ⅱ」はイタリ

ア編です。同じヨーロッパでも建物の様式や色遣いが違うので雰囲気が

異なります。どちらも1970年代後半に初版が出版された、長く愛されてい

る絵本です。（5、6才から。図書館所蔵） 

 福音館書店のホームページでは「おうち時間を楽しむ」コンテンツが紹

介されています。（期間限定）ぐりとぐらのカステラのレシピやだるまちゃ

んの紙相撲の工作セット、絵本のキャラクターのぬりえ、印刷して作ること

のできる豆本などがあります。小学生中学年以上向けのページもありま

すので、ぜひチェックしてみてください。           （下保木 真澄） 

ピーカンキッズ今後の開催予定  

 あそぼーかい、読み聞かせの会の開催は10月以降になります。 

 HPにてご確認ください。  

＊スタッフは随時募集中です。 

  あそぼーかい  mama.asobokai@gmail.com 
  読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com 

 

ヒューストン日米協会   

バーチャルGALA開催のお知らせ  

   ヒューストン日米協会（JASH）は、COVID-19の感染状況を考慮し、

52th Anniversary Galaを、11月13日（金）に当協会Website上でバーチャ

ル開催致します。後日、詳細はWebsiteで発表されますのでご確認くださ

い。またガルフストリーム10月号でもご案内致します。多くの皆様のご参

加とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 

   ヒューストン地区でのCOVID-19の感染拡大を受け、3月以降に予定さ

れていた、 テキサス州日本語スピーチコンテスト、 GEN-J Invitational 

Japan Tour、 Houston-Chiba Youth Ambassador の千葉市への派遣、

ジャパンフェスティバル、日本庭園清掃、生け花クラス等の活動が、大変

残念なことに中止となりました。しかし、この状況下でも私達のできる地域

貢献をしようと、医療従事者やエッセンシャルワーカーを支援するために 

「輝こうーBe Golden」 キャンペーンを、日本の「ゴールデンウィーク」 であ

る4月29日から5月6日に合わせて実施しました。そして、日本語でヒュー

ストン地区のCOVID-19関連情報をまとめてWebsiteに掲載しています。 

  また日本語プログラムは、グループ、プライベート、法人会員向けレッ

スン共にオンライン授業へ移行して開講しています。さらに、元ＮＨＫラ

ジオ体操インストラクターによる“Texas Radio Taiso Challenge“やヒュー

ストン出身映画監督のショートフィルムを通じてBLMを考える"Born With 

It": Virtual Screening & Live Panel Discussion等のウェビナーをも開催し

ました。このような困難な時でも、日本や日本文化に触れられる機会をコ

ミュニティーに広く提供するため、日々Websiteやソーシャルメディアを通

じて情報発信を続けています。 

   当協会は、日米の友好関係の促進のために設立された非営利団体

で、経済・教育・文化など多岐にわたるプログラムを通して、会員そし

て広く ヒューストン市民にむけて日米の文化交流の懸け橋となるべ く

活動しています。是非この機会に、当協会会員登録に

ついても併せてご検討下さい。 

  当協会の活動への皆様のご参加とご支援をどうぞよ

ろしくお願い致します。 

（法人会員、個人会員) 

 
日時： 11月13日（金） 

場所: Japan-America 
Society of Houston Web-
site  

 

 

 

 

 

他団体便り 

https://www.fukuinkan.co.jp/
https://www.fukuinkan.co.jp/detail_contents/?id=73
https://www.jas-hou.org/corporate-membership
https://www.jas-hou.org/membership-individual-family
https://www.jas-hou.org/
https://www.jas-hou.org/
https://www.jas-hou.org/
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編集後記 
 3月にステイホームオーダーが始まり、恐ろしいことにもう直ぐ半年が経

とうとしています。月に2、3回は出張でホテル暮らしをしていた私の生活

は、一転して事務所にも行かない自宅生活に。およそ30年の社会人生

活で初めて在宅勤務を始めましたが、ワークライフバランスは殊のほか

難しく。家に居るのでついつい早朝、夕方（そして偶に深夜）にミーティ

ングを入れてしまい、気が付くと、妻にも娘にも「パパいつまで働いてる

の」と言われる始末。一方、やはり家に居ることで家族の成長をつぶさに

感じることが出来る幸せも。この半年でアンパンマンで喜んでいた2歳の

娘はディズニープリンセスに目覚め「アナと雪の女王」にハマって歌いだ

し、ここ数週間のトイレトレーニングでついにオムツをほぼ卒業！の親孝

行。上の娘はバク転をマスターし既に両親の未知の世界に。妻も開脚ス

トレッチで人生初めて床に頭がつくように。「パパはコロナ禍で何か出来

るようになったの？」と問い迫る妻に、趣味の経済本の積読を目の前に

何も思い浮かばない低成長の自分に反省しつつ、「グローサリーの買い

物は上手くなっただろう。」とドヤ顔で切り返す。ヒューストンではバイソン

肉がスーパーに並んでおり、これが結構、繊細で絶品なステーキになる

ことを発見。我が家のご馳走メニューとなったのはコロナ禍のお陰です。

コロナ禍の早期収束を祈ると共に、皆様のご家庭の平穏な日々をお祈り

します。                         （編集委員 後藤理成）                                                 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先：info@jbahouston.org 

ガルフストリームは、現在紙面での配布を停止しており、 

ホームページで電子版のみ閲覧可能です。  

https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

 

＜ミュージアム営業情報＞ 

Space Center Houston 

7月号では再開延期とお知らせしま

したが、その後、再開しています。入

場には時間指定チケットが必要で

す。マスク着用必須で、ギャラリーは

一方通行になっているのでご注意く

ださい。 

https://spacecenter.org/  
 

Children’s Museum Houston 

子供たちのお楽しみがいっぱい。遊

んで勉強にもなるChildren’s muse-

umも営業を再開しています。水曜日

から日曜日までの週5日営業で、日

曜日は午後のみ。マスク着用必須で

す。入館人数を20%に制限していま

すので時間指定チケットを事前予約

ください。なお、12才以下の子供が

一緒でないと入場できません。 
https://www.cmhouston.org/ 
 

Lone Star Flight Museum 

映画「紅の豚」に出てくるような複葉

機を含め、昔の飛行機をたくさん展

示している博物館です。飛行機の原

理を学べる学習コーナーもあります

が、教材は見るだけに制限されてい

ます。10歳以上はマスク着用必須で

す。 

http://www.lonestarflight.org/ 
 

＜イベント情報＞ 

■Oct 10-11 
Wings Over Houston 2020 @ El-
lington Airport 

左記のLone Star Flight Museumの

近くで 毎年 開催されて い る エア

ショーです。例年であれば新旧たく

さんの飛行機の実物展示や飛行展

示など見所たくさんですが、今年は

どうなるでしょうか。興味ある方は

ホームページをチェックください。 
https://wingsoverhouston.com/ 

※内容は記事執筆時点の情報に基づ

いています。変更になる場合もあります

ので、お出かけ前に各自で最新の情報

を主催者サイト等でご確認ください。 

◎お出かけの際の感染予防 

・マスクを着用する 

・他の お 客さ ん と6feet

以上距離をとる 

・こまめに手洗い・消毒

をする 

No. 143 

By 
Kumiko 

mailto:info@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://spacecenter.org/
https://www.cmhouston.org/
http://www.lonestarflight.org/
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