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7…水ロケット 

8…在留宝人 加治屋百合子 

9…ピーカンキッズ・バードウォッチング 

10…テキサスメディカル 

11…ヘタウマ英語・テキサス州スピーチコンテスト 
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1…コロナ禍で変化していく米国の労働環境 

2…3月度理事委員会議事録 

3…P1続き・駐妻日記 

1．現在の採用市場概観 

＜ The Great Resignation ～大退職時代～ ＞ 

・米国労働統計局の発表によれば、2022年1月までの過去6か月間に全米

で毎月400万人が退職しており、テキサス州でもその傾向は顕著。 

・現在全米で1000万以上の埋まらない仕事枠があり、テキサス州でも既に 

パンデミック直前よりも多くの仕事枠がある状況で、採用マーケットは売り手

市場が続いている。 

・大退職時代の背景には、こうした景気回復によってもたらされた求職者に 

有利な市場という他に、生き方や働き方に対する価値観の変化が大きく 

影響している。その変化は今までも徐々に起こっていたが、コロナ禍で顕 

著になった。今後、ウクライナ情勢等の影響で景気が左右されることがあっ

たとしても、人材市場での価値観の変化は今後も無視できない要素と考え

る。 
  
＜ YOLO Economy ～人生一度きり経済～ ＞ 

・アメリカでは既に96万人以上が新型コロナウィルスによって死亡し、若者 

の中でも身近な人の死を経験した人も多い。 

・“自分がいつ死ぬか分からないのであれば、自分の好きなように生きたい”

というYOLO(You Only Live Once)精神、価値観の変化が人々の転職活動

にも影響している。 

・特にミレニアル世代やZ世代に顕著なコロナ禍でのキャリアの特徴は、1.

自らがオーナーシップをもってキャリアをコントロールできること、2．ワークラ

イフバランスを重視、3．業務時間や就労場所の仕事の柔軟性や自由性の

確保、4．自らの情熱に沿っていること、の4つに代表される。 
  
＜ 実際の退職理由・転職動機 ＞ 

・LinkedIn社が昨年の12月から今年の2月にかけて行った調査の中で、今後

6か月以内に転職を希望すると回答した層が”次の転職の決め手”として選

んだ項目は、”良い報酬や福利厚生”(69%)がトップであり、”自らの興味や

価値観に沿った仕事”(53%)が続いている。また、男女差が大きく(8%以上)

現れた転職の決め手は、”よりストレスの少ない環境での就労”、”就労時

間の柔軟性”、”勤務場所の柔軟性”の3項目であった。 

・2021年3月から7月の間の退職者に対して調査を行ったLimeade社の報告

によれば、コロナ禍での退職理由のトップは、“バーンアウト(燃え尽き症候

群)”(40％)であった。 

・MIT Sloan Management Reviewは2021年4月から9月にかけて、給与・賞与

よりも直接的に転職・退職のきっかけになった理由を調査・分析している。

その中で給与の10倍以上の割合で退職につながった理由として発表され

たのは”有害な企業文化”であった。これには、多様性・平等性などを推進

しない企業文化や、個人レベルで従業員が尊重されていないと感じたり、

非倫理的な企業活動や業務内容などが含まれている。 

・ウェビナーでは、こうした人材市場を踏まえた採用や人事管理の課題に関 

 して、事前のアンケートで関心の高かった項目を中心にシンポジウム形式 

 で議論を行った。 
  
2．リモートワークでの人事管理とリスクマネジメント 

・Gallup社の調査では、コロナ禍でリモートワークを経験した従業員のうち、 

 54％は今後ハイブリッド形式を希望、37％が今後も完全なリモートワークを 

 希望、また9％が完全にオフィスに戻ることを希望。 

・リモートワークにおいては、今後も継続できる制度の構築が不可欠であり、 

 リスクマネジメントの観点からもリモートワークポリシーの明文化が必要であ 

 る。それぞれのポリシー策定の際には、誰が対象かを明記し、労働環境、 

 労働時間、会社側がサポートすることと社員が自らすべきことなどの各種 

 ガイドラインを設定する。 

・リモートワークの環境において、コミュニケーションの制度化も有効である。 

社員一人一人に、いつまでに何の仕事を完成させるべきかといったゴー

ル設定を行い、その過程で適切なフィードバックが必要である。ゴール設

定に関しては、人事評価制度に基づき、業務や課題の達成が実際にどの 

 ような評価につながるのかを明確に伝えていくことが重要。 

・特にリモートワークでの新入社員の受け入れに関しては、メンター制度を

設けるなど、新入社員の社員教育に特化したコミュニケーション上の環境

整備が大切である。また、気軽に相談がしやすい環境を整えるため、上司

や部下以外に担当を決めておくのも良い。毎日もしくは1週間ごとにタスク

やゴールを設定し、こまめな確認とフィードバックを行う事で、リモートワー

ク下でも新入社員の

離職率低減につなが

る。 

・オフィス環境でない

分、自分の担当分野

以外の社員の活躍な

どが見えにくく、今後

のキャリアパスが見え

にくくなる場合も多い。特に日系企業は、アメリカ支社での縦の昇進や昇

級などの幅が狭い場合も多いため、将来的な異なるプロジェクトへの参加

可能性など、横への広がりや経験を含めてキャリアパスを明確化すること

が、離職率を抑えることにつながる場合も多い。 
  

3．コロナ禍の給与設定・昇給・福利厚生に関して 

・売り手市場での採用における給与設定と既存社員の給与のバランスをどう

解消するのか。報酬制度自体の見直しを行いつつも、先行きが不透明な

現在の市場では、新規採用の際のサインオンボーナスや従業員へのス

ポットボーナスを駆使することも有効。サインオンボーナスは通常、年間の

基本給与の5-20%を目安とする。Robert Half社が2021年に行った調査で

は、実際に48%の企業がコロナ禍でサインオンボーナスを導入している。

給与のベンチマークは、一般的に該当地域での給与水準を理解すること

も大切だが、それ以上に実際に候補者を取り合うことになる競合他社の動

向把握が重要。           

                        （3ページへ続く） 
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第210回  松川亜希子   さん 

駐妻のヒューストン日記 

・メンタルヘルス対応には、無料で実施できるものも少なくない。No Zoom 

Fridayなど、社内のWeb会議ゼロの日を設けたり、特に上司から部下へ

の土日祝日のメール送信を禁止している企業もある。 
  
5．給与額に頼らない採用競争力 

・大退職時代の求職者は、”採用の透明性”を求めている。求職者は、実

際の入社後の自分の姿をイメージできる情報を求めているが、在米日系

企業でこうした情報を公開している企業は少なく、したがって候補者は転

職口コミサイトなどを活用し、見えない部分を埋めようとしている。しかし、

まだまだメンバーシップ型雇用の多い日系企業こそ、こうした”会社を好き

になってもらう”取り組みは本来得意なはず。採用に特化したウェブサイト

を新たに作成しなくても、例えばLinkedInのLife機能など、既存のツール

で採用の透明性を高め、ジョブを超えて企業自体を好きになってもらう取

り組みが益々重要になってくる。 

・給与額に頼らない採用競争力構築のカギは、社内のコミュニケーション

にある。給与が高くなくても、従業員満足度調査や個々の面談などを通

して、採用における自社の魅力が再発見できるかもしれない。同時に、改

善できることの中で、現場レベルでできることと本社の力が必要なことを

割り出す中に、現場の人事レベルから着手できることもでてくるかもしれ

ない。1000万の仕事がある中で、自分の会社に入社してもらうには、こう

した採用ブランディングも重要である。 

＜講師略歴＞  

藤田満美子 （ふじた・まみこ）  

Senior Benefit Director @Baldwin Risk Partners (BRP)  

2001年より人事関連の仕事に携わる。在米日系企業、米系企業の人事部勤務を

経て、人事コンサルティング会社にて主に日系企業が抱える人事課題に取り組

む。ネブラスカ州立大学にて、心理学(学士号)、産業組織心理学(修士号) 取得。  
  
神代孝通 （こうじろ・たかみち） 

Business Development Specialist / Executive Search Consultant @Tabata Oxford 
Personnel LLC (TOP Group) 

2014年にTOPサンフランシスコ支社入社。メキシコ勤務を経て、2018年4月にヒュー

ストン支社立ち上げの中心となり、現在はテキサス州を中心に顧客開拓と人材紹介

に従事。慶應義塾大学総合政策学部卒。Hult International Business Schoolにて、

社会起業学(修士号)取得 。 

・ストックオプションなどが出しづらい日系企業にとって、給与額だけではな 

かなか米系大企業に太刀打ちしづらい部分も多い一方、特に医療保険  

などの福利厚生では日系企業の方が手厚い場合も多い。福利厚生に関

しても求職者に積極的に発信していくことで採用の際のアドバンテージと

なる可能性がある。現在の福利厚生のトレンドとしては、学費返済に苦し

むミレニアル世代以降に特に有効な学費ローン返済サポート、セラピー

などにも活用できるサブスクリプション型の医療プラン、無料で提供できる

割に効果の高いフレックスワーク制度、またチャイルドケア施設等と提携

したケアセンターの設置や割引提供などがある。 

4．コロナ禍の社員のメンタルヘルス対応 

・メンタルヘルス対応に関しては、福利厚生の一環として、無料カウンセリ

ングや薬物中毒治療の一部負担、前出のサブスクリプション型の医療プ

ラン導入での対応などがあげられる。また、リモートヘルスサービスの活

用も有効である。 

・今でのウェルネスプログラムは身体的なエクササイズやジムのサポートな 

どが一般的だったが、現在は睡眠やリラクゼーションを奨励するもの、ま

た関連した各種アプリの導入も検討可能なものが多い。 

（1ページ続き） 

 アルトゥールと家の前で一緒に遊ぶようになると、近所に住む他の子ども

達とも一緒に遊ぶようになりました。我が家の近所では、夕方子どもを遊

ばせるときに見守りをしているのはパパ達が多いです。パパ達も世間話が

大好きで、「昨夜、あそこの夫婦は家の前でけんかをしていたよ。」「このま

え、敷地内でスピードを出して運転していた○○さんを、近所の△△さん

が注意して口論になっていたよ。」などと私にもわかるように身振り手振り

を交えたゆっくりとした英語で教えてくれます。 

 時には、孫に会いに来たおじいちゃんや近所のお兄さんも参加して井

戸端会議が始まります。そうなると、現地の人達の会話は早くてとてもつい

ていけません。ある日、一人のパパが何か言った時、周りの人たちが

「No！」と大声で一斉に口を揃えて突っ込み、大笑いしていたことがありま

した。その会話はすごいスピードで通り過ぎて、私にはさっぱり意味が分

かりませんでした。しかし、それは私の英語の目標ができた瞬間でした。

私も一緒に「No！」といって大笑いしてみたい。ここに住む間の私の英語

学習の目標が決まりました。 

 仕事帰りにピーナッツバターサ

ンドを食べながら、時にはワイン

を片手に、時には裸足のまま外

に出て子どもを見守るリラックスし

たご近所さんの様子は、初めて

海外に住む私にとって、地元の

様子を感じられるとても興味深い

ものです。ここに住む間、このご

近所付き合いを楽しもうと思って

います。  

 新しい場所に引っ越すとき、楽しみにしていることはありますか。私は、

ご近所付き合いです。結婚してから、1～3年おきに引っ越しが続き、周り

に親戚や友達がいない環境の中、ご近所付き合いは私にとって貴重なも

のです。慣れない環境の中で心細くなったとき、家の前や近所のスー

パーで笑顔で挨拶を交わすと、それだけで新しい地域に受け入れてもら

えた気がして嬉しくなります。約束していなくても、偶然会ってちょっとした

立ち話をするのは気楽なもので、私の楽しみの一つです。私は、半年前

テキサスへ引っ越して来た時、ご近所さんと仲良くなりたいけど英語も上

手く喋れないし、日本みたいにはいかないだろうと心していました。 

 私にとって今回が初めての海外生活です。いつも通り、日本式にお菓

子をもって両隣りに引っ越しのご挨拶をしました。しかし、それきり顔を合

わせても、「Hi!」と挨拶をするだけの日々が続いていました。しかし、そん

なある日、チャンスがやってきました。 

 娘達が家の前で自転車に乗って遊んでいると、お隣りに住む男の子と

両親が犬の散歩をするために家から出てきました。アルトゥールという3歳

のその男の子は、「僕は彼女達（私の娘達）と遊びたいから犬の散歩には

行かない！」と両親に訴えたのです。困っている両親に、私は勇気を出し

て「一緒に散歩に行ってもいい？」と声を掛けてみました。そして、家の近

所の公園を一緒に散歩しました。それから、アルトゥールは夕方になると

我が家のインターフォンを押して、「Play with me?」と声を掛けてくれるよう

になったのです。 ▲夕方、家の前で子ども達が遊ぶ様子  



 その存在はあまり知られていないのですが、ソフトボール大会を語る上

で欠かせないのがキャプテン会議の存在です。その名の通り参加チーム

のキャプテンが集まって大会運営について話し合う場なのですが、時に

は白熱した議論になることも

あるのだとか。 

 そして何と言っても大事な

のがくじ引き。前回までは予

選リーグがあったので、どの

組に入るかが決勝トーナメ

ント進出の難易度に直結

し、キャプテンの最大の仕

事はよいくじを引くことだとさ

え言われました。今回、予選

リーグはありませんが、むし

ろトーナメント表のどこを引く

か、キャプテンの責任は増し

ているようにも思います。 

 今年のキャプテン会議は

3/25に開催され、くじ引きの

結果、右のトーナメント表が

確定しました。ここから先は

実力での勝負が待っていま

す。 

▼トーナメントの発表  

▼トーナメント割り当て抽選  

 ところで4/17といえばイースター（復活祭）

ですよね。ソフトボール大会がイースターに

重なったのは偶然ではなく、これまでもイー

スターに開催されてきました。理由ですが、

アメリカ人はイースターの日にソフトボールの試合なんてしないので会

場を確実に押さえられるからだとか。 

 悩ましいのはイースターの日付が年によって大幅に移動すること。春

分の後の最初の満月の後の日曜日なので、月の満ち欠けと春分の日

と曜日の関係で最大1ヶ月以上もずれてしまうのです。 
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 ヒューストン日本商工会主催のソフトボール大会が3年ぶりに開催されます。この日を待ちわびていたという方もいれば、こんなイベントがあったん

だと初めて知った方もいるでしょう。発行日（4/15）が大会（4/17）の直前というきわどいタイミングですが、大会に出場するみなさん、応援に来られるみ

なさん、さらに、今年は参加しなかったけどちょっと興味があるという方まで、ソフトボール大会の醍醐味が伝わるよう応援特集を組んでみました。 

まずは基本ルールのおさらいから 

 商工会ソフトボール大会は初心者、未経験者も参加しやすく、かつ安全

にプレーできるように「スローピッチ」のルールが採用されています。テレ

ビ中継で見るソフトボールの試合とは異なっていますので要注意です。

日本人がよく知る「ファーストピッチ」とどう違うのか、主要な相違点を以下

にまとめました。 

＜ストライクゾーンは地面にあり＞ 

 スローピッチという名の通り、ピッチャーはゆっくりしたボールを投げま

す。球速何キロと決まっているわけではありませんが、ボールは必ずゆっ

くりになります。というのも、ストライクゾーンがホームベースを含んだ地面

の上にあり、その中にボールが落ちないとストライクにならないからです。

またボールの最高点は打者の身長より高く、かつ10フィートよりは低いこと

というルールもありますので、必ず山なりのゆっくりしたボールになります。

このため初心者でも当てやすく、逆に野球やソフトボールの経験者の打

球が思ったように伸びない理由となっています。 

＜守備人数が多い＞ 

 野球やソフトの守備人数といえば9人と相場が決まっていますが、スロー

ピッチソフトでは通常の9人に加えてローバーというポジションがあり10人

で守ります。ローバーの定位置は決まっておらず外野を増やす、二遊間

を固めるなど作戦に応じた変更が可能です。また指名打者もいるので攻

撃は11人で回すことになります。 

＜クロスプレーなし＞ 

 送球が早いか、ランナーが早いか、ホームベース上でのクロスプレーは

野球観戦の醍醐味の一つですが、安全上の配慮から走塁用のホーム

ベースは守備用のホームベースと別に用意されています。三塁ランナー

は自分がどこに向かうべきかしっかり把握しておきましょう。 

＜女性・子供の打球は内野を越せばヒット＞ 

 外野フライでも女性・子供の打球は内野を越した時点でヒットと認められ 

ワンベースが与えられます。このため浅いフライは外野手ではなく内野手

が捕球する必要があります。 

＜2ストライクからのファウルはアウト＞ 

 ファウルで粘ってピッチャーを疲れさせる、という作戦はアウトです。追い

込まれたら前に打つしかありません。 

＜女性・子供枠、シニア枠＞ 

 スローピッチとは関係ありませんが、女性・子供枠やシニア枠があるのも

商工会ソフトの特徴です。子供から年配の方までみんなで楽しみましょ

う。 
 

今大会の特徴 

 続いて、2019年までとは違う今大会の特徴です。まず会場が変わりまし

た。これまで使用してきたSportsplexが昨年末でクローズしてしまったた

め、今年はCullen Park Softball Fieldでの開催となります。Katyエリアにお

住まいの方には会場が近くなってよかったかもしれません。 

 そしてより重要なのがフルトーナメントへの変更です。これまでは予選

リーグで8チーム（ワイルドカード含む）を選び決勝トーナメントを行ってい

ましたが、今大会では最初からトーナメントになります。この変更が各チー

ムの作戦にどう影響するのかも気になるところです。 
 

今大会の見どころ 

 3年ぶりとなる今大会では各チーム、いつも以上に大幅なメンバー交替

を余儀なくされます。フルトーナメントで1試合たりとも気が抜けませんが、

決勝まで勝ち抜くと最大5試合を戦うことになり適度に力を抜くことも大事

です。ピッチャー交替のタイミングなど、各チームの選手起用法も注目点

です。 

 強豪チームが着実に勝ち進むのか、大番狂わせがあるのか、熱い戦い

から目が離せません。 

https://goo.gl/maps/jTD4XNeDhL8Fm1dG6
https://goo.gl/maps/VQ6YsQNbSyRRvPRi6


どんな大会であれ、準備なしでいきなり本番ということはめったにありま

せん。ソフトボール大会も例外ではなく、各チームとも練習に余念がありま

せん。チームによって活動開始の時期は異なりますが、申し込み締め切り

のあった2月頃から練習を始めたというチームが多いようです。 

ただ、ここで厄介なのがヒューストンの気候。2月だとまだ寒い日も多く

凍えながらの練習になったかと思えば、その翌週には20℃を超す陽気

で、今度は熱中症になりかけたなんてこともしばしばです。練習中の怪我

を避けるためにも、寒い日は特に、しっかりと準備運動をしておきたいとこ

ろです。 

練習内容はこれまたチームによりけりと思いますが、キャッチボールから

始まってトスバッティングにフリーバッティング、ノックで守備練習など、学

生時代を思い出したという人も多そうです。3月に入ると各チームとも練習

に熱が入り、練習場所として有名な某小学校のグラウンドでは土日の朝は

4面全てが商工会のソフトボールチームによって占められているなんてこと

も珍しくありません。 

ちなみにアメリカにもバッティングセンターはあり、チームもしくは個人で

通っているという人もいるでしょう。気になる人はBatting Cageで調べてみ

てください。ソフトボールのスローピッチに対応しているところもあります。 

チーム内の練習に続いて練習試合も始まります。実戦に勝る練習なし

ということで、3月に入ると毎週末どこかのチームとどこかのチームが練習

試合を組んでいます。いかに多くの練習試合を組めるかもキャプテンの力

量と言えるでしょう。         （編集部） 

 校長離任の挨拶 
井手 登士昭 
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▲Rookiesの練習風景。ノックで内野の守備練習  ▲Osaka Takoxans vs コメッツの練習試合  

 2019年度赴任以来3年間、本校の校長として総領事館、商工会、運営

委員の皆様方を始め、PTAの皆様方、教職員、児童•生徒の皆さんに支

えられながらヒューストン日本語補習校の運営に携わって参りました。 

 赴任1年目は、小中高等学校新学習指導要領の概要を教職員や保護

者の皆様方にできるだけ分かりやすいようにお伝えしようと、補習校だよ

り『アメリカンドリーム』を発行し、新学習指導要領が示すめざす姿（教育

目標；知識及び技能の習得、思考力、判断力、表現力等、主体的な学

び等）やその具現化のための方策（主体的、対話的、深い学びの在り

方）について、機会あるごとにお伝えしてきました。 

 そんな中でも、従来から不易として

取り組んできた本校独自の補習校行

事は、一部見合直しをしながら開催

してきました。特に、ヒューストン日本

語補習校でしかできない、宇宙飛行

士による宇宙セミナー、幼稚部から

高等部までの全児童生徒が集って

の大運動会。また、日系企業の皆様

のご協力を得ながら実施した社会科見学や、商工会に関わるボランティ

アの皆様方のご協力により実施してきた小学部6年生の茶道教室、中学

部1年のヒューストン美術館の見学、更にはJAXAの皆様のご協力による

水ロケット発射実験等、国内ではなかなか経験できない行事内容に大

変感動致しました。ただ残念だったのは、COVID-19の感染拡大でロッ

クダウンになり、卒園式、卒業式等の開催ができなかったことです。 

 2020年度は引き続きCOVID-19の感染拡大の影響で、登校しての学

びができないという状況が起こりました。しかし、何とか子供たちの学び

を続けられないかという思いから、リモート授業の実践へと舵を切りまし

た。保護者の皆様方のご理解とご協力により、授業の会を重ねるごとに

その指導の在り方を改善し、段々と授業の効果が上がっていきました。

本校の実践が全米の中でも先進的な取り組みであると、ジャパンTVなど

で取り上げられ、全米に放映されました。課題を課題として嘆くのではな

く、そこからどう開いていくのか、正に本校の教育目標である『自ら未来

社会を切り拓き、グローバル

社会づくりに貢献していく子

供の育成』を、現実問題として

取り組んだ事例となりました。 

 2021年度当初も、対面での

授業に移行することができ

ず、リモート授業の継続となり

ましたが、退学者はわずかと、困難な学びの環境でも主体的に学ぶ子

供たちの姿がありました。現地校が段々とハイブリッドな学びをするように

なり、本校でも9月より対面授業に移行することができました。残念ながら

補習校としての行事はほとんど開催できなかったのですが、スマートパ

ネルを活用した新たなスタイルを取り入れ、子供たちの学びを保障して

きました。 

 このようにして3年間を振り返りますと、順風満帆という教育環境はほと

んど無く、次から次に大波が押し寄せてくる中、その舵をどのように切っ

て進めばいいのか考えさせられる状況が続きました。しかし、この難局を

切り拓いてこれたのは、補習校関係

者の皆様方の温かいご支援とご協

力の賜物だと思っております。 

 本当はもっともっと長くこの思い出

が詰まったヒューストン日本語補習

校で皆さんと学んでいきたいのです

が、帰国せざるを得ないのが本当に

残念です。私は福岡県へ帰ります

が、遠い九州の地より皆さんの頑張

りを見守り、一段とたくましく成長され

ることを願っています。ほんとうに、

私を支え励ましてくださった補習校

関係者皆様方、そして児童生徒の

皆さんに心より感謝を申し上げま

す。ありがとうございました。 



 第一部の卒園証書授与式では、幼稚部40名が卒園証書を受け取

りました。井手校長先生の「心も身体も見違えるほど堂々としている」

の言葉の通り、入園した時はじっと座っていられなかった園児達も、

今ではとても落ち着いて人の話を聞けるようになりました。 

 第二部では、最初に高等部の修了式があり、4名が修了証書を受け

取った後、代表のマッコゥリー沙羅さんが自身の高校生活を振り返り

「まさかのパンデミックを乗り越えて、これからは予想外の事でも恐れ

ず楽しんでいける」と力強く語りました。 

 続く小・中学部の卒業証書授与式では、小学部29名、中学部13名

が証書を受け取りました。来賓の村林ヒューストン総領事からの「宇宙

に一番近い補習校の名にふさわしく、世界に羽ばたいてほしい!」とい

うメッセージに対し、小学部代表、西川彩子さんからは「現地校と補習

校の両立は苦しかったがやり遂げることができた」と、支えてくれた仲

間・先生・家族への感謝の言葉が、中学部代表、加藤将太さんから

は、クラスでの楽しい思い出を懐かしむと共に、「日米文化の両方を

理解した自分たちこそ、この先の日本をリードする存在になれる」と頼

もしい決意の言葉がありました。 

 式典の後、中庭で記念撮影があり、それぞれの児童・生徒が卒業

の喜びを先生や友達と分かち合いながら、笑顔いっぱいでカメラに

収まる姿が印象的でした。昨年9月までの約1年半もの長い間、クラス

メートとも画面越しでしか会えなかったことを思うと、感激もひとしお

だったのではないでしょうか。  

 卒園・卒業生・修了生のみなさん、本当におめでとうございました。 

         （ヒューストン日本語補習校運営委員会） 
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書館にて 

無料配布中 

 3月12日、前日の嵐が過ぎ去り澄み渡った青空の下、記念すべき

第50回卒園・卒業・修了証書授与式がヒューストン日本語補習校に

て厳かに執り行われました。対面での開催は実に3年振り、令和に

なって初めての開催となります。 

▲高等部代表挨拶  ▲中学部卒業生代表答辞  

▲ 小学部在校生代表送辞 

▲小学部卒業生代表答辞 ▲村林総領事 

▲校長先生から卒園・卒業証書を受け取る園児・児童 
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～日本語補習校：中学部2・3年理科実験～ 

 2022年3月5日、コロナで

中断していた伝統の水ロ

ケット実験がついに復活!中

学2･3年生が作った12機の

ロケットが、ヒューストンの空

に打ち上げられました。 

 水ロケット実験は、宇宙航

空 研 究 開 発 機 構 (JAXA)

ヒューストン駐在員務所の

皆様のご厚意による監修・

指導の下、中学2・3年生の

理科の実験として行われているもので、今回で9回目を迎えます。水ロケッ

トとは、2リットルのソーダボトルを組み合わせてロケットを作り、水と空気の

力で飛ばすもので、「宇宙に一番近い補習校」にふさわしい実験です。グ

ループごとに決められた時間内にロケットを作り、打ち上げを繰り返しなが

らより遠くに飛ぶ条件を見つけていくなど、理科の知識だけでなく、エンジ

ニアリングのスキルやチームワークも学べる授業でもあります。2020年度は

コロナの影響で実施できず、2年ぶりの開催。また、例年は秋ごろに開催し

ていたのですが、今年度はコロナの状況を見ながら実施の機会をうかがっ

ていたため、卒業式直前の3月になりました。 

 生徒の日ごろの行いの良さか、はたまたJAXAの秘密のチカラによるも

のか、当日は中高等部特製Tシャツを着るのに最適な良い天気になりまし

た。ロケットの大敵である強風が吹いているのが難点でしたが、そこはさす

がJAXAの皆様。ロケットが飛びやすい絶妙な向きに発射台が調整されま

した。 

 年度末で時間的余裕の少ない中、何とか部品を完成させてきた各グ

ループは、昼休み後の5校時を使ってロケットの組み立てを行いました。

色テープを巻いて本物のロケットのような外観に仕上げたり、かわいいキャ

ラクターのように装飾したり、逆に一切の装飾を排除して飛距離にフォー

カスしたりと、個性あふれるロケットがそろいました。 

 ロケットを発射台にセットして空気を入れたら、いよいよ発射です。JAXA

の方による発射管制の下、観覧席に集まった幼稚部・小学部の応援団と

一緒にカウントダウン。 

「5･4･3･2･1･ゼロ!」 

   3つの発射台からロケッ

トが空高く打ち上がりまし

た。最初は風にあおられ

たり、機体のバランスが

悪かったりと飛距離がな

かなか延びませんでした

が、JAXAの方から「前回

は高く上がり過ぎたから

発射角度を下げてみた

ら?」「水を入れ過ぎて重

かったかな?少し減らしてみたら?」などとアドバイスをいただきながら微調

整を繰り返し、当初想定していた80mを大きく超えるチームも出てくると、

生徒たちの顔に嬉しそうな笑顔が広がりました。また、発射の合間のロケッ

ト調整中には、応援団の下級生からの質問に答えるなど、普段の授業で

はできない学年を越えた交流もできました。 

 昨年度はこの実験を実施できなかったため、例年は2回目の実施となる

はずの中学3年生も、今回は2年生と同じ初体験。それでも下級生には負

けまいと、自ら水ロケットの理論を調査して設計に反映してきたチームもあ

りました。その甲斐あってか、総じて2年生の飛距離を上回る結果となり、

上級生の面目躍如。先輩方の後姿をみて、2年生は来年その記録を上

回ってくれることでしょう。また、応援に来てくれた下級生たちは、先輩たち

の実験を見て、理科に興味を持ってくれたでしょうか。数年後、中学部で

彼らと一緒に水ロケットを飛ばせるのを楽しみにしています。 

 水ロケット実験のために、事前の打ち合わせや準備を含めて貴重な時

間を割いて下さったJAXAの皆様、今年も貴重な体験をさせていただきあ

りがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 

（ヒューストン日本語補習校中学部理科講師 佐藤善信） 

   

   

組立作業 組立作業 

組立作業 組立作業 

空気充填 

応援団の声援に応える 
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加治屋百合子さん 

●ヒューストンバレエ団へ 

―中国、カナダ、アメリカと激動の人生ですね。加治屋さんがヒューストンバレエ

に移籍するというニュースは、ヒューストンクロニクルの1面に載ったので、私はと

ても印象に残っています。 

13年間所属していたABTを離れることは一大決心でした。バレエ団よりサヨナラ公演

を企画していただき、ニューヨークのファンの皆様に感謝をお伝えすることができまし

た。最高の仲間と古巣を離れる寂しさはありましたが、自分の成長のために移籍を決断

しました。 

ヒューストンバレエは、立派なスタジオと劇場、そして私の躍りたいレパートリーを数多

く持っています。特に、全幕クラシックバレエのレパートリーが多くあるので魅力を感じ

ました。全幕バレエは、セットや衣装にお金がかかるので、バレエ団がコンテンポラリー

ダンスを中心とするレパートリーに移行する傾向となり、全幕バレエを踊るバレエ団が

限られてきています。 

監督をしているスタントン（⋆1）は昔から知っておりま

した。実はABTに入団した当初、例の9・11のテロが

あった週に、彼は若い振付家として振り付けに来てい

たので、もう20年来の信頼できる関係です。スタントン

は、私ががこれまで演じることがなかった役で私を引

き出し、表現の場をより広げてくださいました。 

人生は何が起こり、どこで繋がっているかわからな

いものだと感じています（笑）。 
  
―ヒューストンに来た時、いきなりトップから始め

られたのですが、他の団員の方の反応はいかが

でしたか？ 
ダンサー達にとって最初は気分の良いことではな

かったと思います。しかし、踊りの表現やテクニックを見て受け入れられたように感じま

す。 
  
―それに、百合子さんの人柄もあると思います。来るものは拒まずというか、お

話を聞いていると、自分が置かれた環境を素直に受け入れている感じです。 

そうでしょうか。私は何が最良なのか、物事をよく考える方です。実は、移籍の決断を

下すまで2～3年ほど悩みました。私が信頼しているコーチより「成長のために旅立ちな

さい」と後押ししていただき、移籍を決めました。 

ヒューストンに移り始めの1年は、運営からリハーサル方法、バレエ団の個性と何もか

もが今までとは違い、続けられるのかと辛く感じる時も多々ありました。それらを乗り越え

ヒューストンでは7年が経ち、バレリーナ人生は20年目を迎えました。  
 
―これからの展望は？ 

私は10代の頃から現役のダンサーとして子供達や大人のクラスで教えて欲しいと依

頼を受け、レッスンをする機会に恵まれてきました。ここ数年は日本のバレエ団からも

指導の依頼をいただけるようになり、とても光栄に感じております。私は恩師であるイ

リーナ（⋆2）に指導を受けた影響がとても大きかったと思います。彼女は、ロシアの伝説

のトッププリマで、長年ABTそして世界中のダンサーをコーチしています。自分の意見

を押し付けることなく、ダンサーそれぞれの性格によって教え方を変えながら、そのダ

ンサーの良さと才能を伸ばしてくれます。ダンサーとして素晴らしくても、教えることが

苦手な人もいます。私は、自身の得た経験と知識を次世代に繋げることもバレリーナと

しての使命だと思っています。私が学生の頃、現役トップダンサーからレッスンを受ける

機会がありました。その時のアドバイスで、頭の中の電球がパッとついた様な感じがし

たのです。これまで先生が100回くらい同じことを言っていたのに、現役のダンサーが

体を使って表現し伝えるだけで体に入る影響力がこんなに違うんだと身に染みて感じ

ました。まだ現役として踊っているからこそ、今の自分にしか伝えられないことがあるの

だと思っています。  
  

―ヒューストンバレエは、日本人ダンサーが増えてきました。 

 ABTでは、長年日本人ダンサーが私一人で後輩が入ったのは最後の1年でしたが、

ヒューストンでは日本人が多く後輩たちが頑張っている姿を見るのはとても嬉しいことで

す。私達はとても仲が良く、よく一緒に集まり助け合っています。  

 日本人ダンサーは、真面目で丁寧な踊りをします。また、当たり前のことですが、与え

られた仕事をきちんとこなす姿勢に、スタントンは仕事がしやすいと感じていると思いま

す。そして日本人ダンサーは、テクニックがあり才能を兼ね備えた人が多いです。 
  
―百合子さんは、日本に10年しかいらっしゃらなかったわけですが、アイデンティ

ティはどうなのですか？ 

 中国国立舞踊学校にいた時は、国家を背負ったエリートクラスの中、先生に他の中 

国人生徒のようにレッスンを見てもらえなくて日本人であることが嫌いでした。中国人

であれば認められるのではないかと思い、自分が日本人というアイデンティティはあり

ませんでした（苦笑）。 

 その後カナダ、アメリカに渡ると「Where are you from?」と聞かれたとき、「中国に留

学していた日本人です」ではなく「I’m from Japan.」と答えを繰り返すうちに、私は日

本人なんだと自覚するようになりました。 

 ABTでは2、3年に1度日本ツアーが行われていました。日本ツアーがアナウンスさ

れる度、誰もが「YAY!」と大喜びです。「日本はとてもきれい」「日本人は親切」「日本

食が美味しい」など、みんな日本が大好きで褒めてくれるので、だんだん誇らしくなり

ました。日本人が自覚していない日本の良さと、日本人の気質は素晴らしいんだと

気付き、日本人であることを誇りに思えるようになりました。 

 小学4年生で日本を離れているので、ABTの日本ツアーで初めて明治神宮に行っ

たり、京都にもダンサー仲間と行きました。まだ行っていないところですか？北海道

に行ってみたいです。去年バレエセミナーで行く予定があったのですが、コロナで前

日にキャンセルになってしまいました。楽しみにしてたのですが、仕方ないですね。 
   
―ヒューストンの中で、これから日本人コミュニティとどんなふうに関わっていき

たいですか？ 

 これまであまり関わりがありませんでしたが、ヒューストン日本人コミュニティを通じ

て、いろんな方と繋がれることを、大変嬉しく感じています。 

 昨年10月、ヒューストンバレエ団に所属する6名によるパフォーマンスを日本人会の

イベントで披露する機会をいただきました。たくさんの方にバレエを観ていただくこと

ができ、「初めてバレエを観ました」「今までバレエに興味はあったけど、どう観たらい

いかわからなかった」とバレエに興味のなかった方が興味を持ってくださいました。ま

た「子供が小さくて観に行けなかったから、本当によかった」と声をかけていただき、

新たな出会いを持つことができました。 

 海外で生活をしているということは、日本の家族や友達から離れているという共通

点があります。日本人同士が助け合い、つながりを持つことはとても心強く、大切で

すし、アメリカにいながら日本の方に応援していただけるのは特別でとても嬉しいで

す。 
  
 中国、カナダ、アメリカと、どこでも前向きにひたむきに踊りと向き合って成長を続け

る加治屋さん。コロナ禍で公演が行えなかった間も、「今できること」を探り、オンライ

ンを通じてバレエの魅力を発信し続けていらっしゃいました。踊りにこめられたそのエ

ネルギーは観る人に伝わり、そこで受け

た感動は、生きていることへの喜びや感

謝にさえ変わります。 

 昨年の後半からは、舞台での公演も少

しずつ始まり、ますます円熟した加治屋

さんの踊りが、これからも様々な形で観ら

れるのが楽しみです。ヒューストンバレエ

団の日本公演も10月に予定されており、

日本とのきずなもますます深まりそうで

す。  
  
⋆1：スタントン・ウェルチ：世界的に著名な

ヒューストンバレエの芸術監督（2003年7月就任）。「マダムバタフライ（蝶々夫人）」は国際

的にも高く評価されているウェルチ氏の代表作。オーストラリア、メルボルン出身。 

⋆2：イリーナ・コルパコワ：1950年代から70年代にかけて活躍した、ロシアを代表するバレ

リーナ。完璧なテクニックと詩情が融合したバレリーナと評されていた。 

 2月号から掲載している「在留宝人」加治屋百合子さんのお話、3月号の中編（Part2）に続く後編（Part3）です。 

 前回までのお話：加治屋さんは、幼稚園の時に習い事の一つとしてバレエに出会い、10歳で上海国立バレエ

学校へ入学しました。ローザンヌ国際バレエコンクールで入賞し、カナダのバレエスクールを経て、憧れだった

ニューヨークのAmerican Ballet Theatreに入団。トップダンサーとして花開いていきます。       （佐藤暁子） 

ヒューストンバレエ プリンシパル （Part 3） 
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【加治屋百合子さん略歴】   愛知県生まれ。8歳よりバレエを始める。 

1994年：10歳で上海バレエ学校に留学 

1997年：中国タオ・リ・ベイ全国舞踊コンクールで優秀表現賞を受賞。 

2000年：ローザンヌ国際バレエコンクールで「ローザンヌ賞」を受賞し、カナダ国立バレエ学校に 

            入学。 

2001年：アメリカン・バレエ・シアター（ABT）のジュニアカンパニーに入団 

2002年：アメリカン・バレエ・シアター（ABT）のコール・ド・バレエとして入団 

2007年：ソリストに昇格。「くるみ割り人形」、「コッペリア」、「ジゼル」、「テーマとヴァリエーション」 

            、「ドンキ・ホーテ」、「パキータ」、「バロ・デラ・レジーナ」、「ラ・バヤデール」、「眠れる森 

            の美女」等に主演。 

2007年：TBS系列局の人間密着ドキュメンタリー「情熱大陸」に出演 

2011年：アメリカン・バレエ・シアターの来日公演では、「ドン・キホーテ」で主演、その様子を追っ 

            たドキュメンタリー「バレリーナYuriko－輝きの舞」がNHKにて放映された。 

2014年：7月アメリカン・バレエ・シアターを退団し、ヒューストン・バレエにファーストソリストとして 

            移籍 

2014年：11月プリンシパルに昇格 

2015年：9月アメリカ「タイム・マガジン」が選ぶ次世代のリーダーに選ばれる。 

2021年：第71回芸術選奨文部科学大臣賞受賞 

日本、全米各地のバレエ団、ガラ公演に招かれる他、講習会を開き講師としても活躍している。 

▲Houston Ballet Principal Yuriko 

Kajiya as Cio-Cio San and First 
Soloist Christopher Coomer as 
Sharpless in Stanton Welch’s 
Madame Butterfly. 
Photo by Amitava Sarkar (2016). 
Courtesy of Houston Ballet. 

▲第71回芸術選奨文部科学大臣賞受賞 

https://www.koransha.com/ballet/houston/
https://www.koransha.com/ballet/houston/
https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_2764f158ba6545968930b31db79ff29d.pdf
https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_485f2832b7304b09b7b98d2c81bed0e0.pdf


 

アメリカに住む鳥のかなりの部分は渡り鳥です。そして北米に花が咲き誇る

春（4月中心）に鳥たちはあの小さな体でメキシコ湾をひとっ飛びでユカタン半

島あたりから我々の住むHouston目指して飛んで来るのです。正確に言えば

LouisianaからTexasにかけての広範囲なメキシコ湾岸に飛んで来るわけですが

その日の風向きによって西へ流されたり東へ飛ばされたり鳥もなかなか大変で

す。向こうを飛び立つのは日暮れ時らしく追い風に乗って離陸します。ところ

が、夜中に風向きが変わることもあり途中で向かい風になると小さな鳥たちに

は命取りにもなりかねません。実際途中で力尽きて海に落ちて死んでしまう鳥

もたくさんいることでしょう。運よく最後まで追い風に乗ってくれば明朝に

Houston近辺の木の生い茂ったところへ降りてきて休息を取ります。そうなると

残念ながら我々Birder（野鳥観察者）にはなかなか鳥を見ることができません。

むしろ天候が夜中から悪くなったような日が狙い目です。鳥たちは向かい風や

雨にあって体力が消耗していますので海岸線にたどりつくと最初に目に止まる

林に降りてきます。4月にこういう機会に巡り合いますと1本の木に鳥が鈴なり状

態で止まるような光景に出くわします。英語ではこんな状態を「Fallout」と呼び

ます。おそらく天から鳥が落ちてくるような感覚でしょう。これらの渡り鳥は毎年

同じ場所へ帰ってきて巣を作り、子育てをします。そういう場所は人が行かない

ような森の奥深くだったりすることが多く

容易には鳥を見ることができません。つ

まりこのTexasの海岸線で春に鳥を待

ち伏せするのは非常に効率の良い方

法ということになり、全米はおろか遠く

ヨーロッパからも大勢のBirderが毎年訪

れることになります。Houstonから日帰り

で行ける場所で一番有名なスポットが

High Islandです。双眼鏡を持ってぜひ
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 私があそぼーかいのボランティアに参加し始めたのは

ヒューストンに来て2年ほどした時でした。子どもたちとの交

流はとても楽しく有意義なものでした。ある日、大きな出来事

が起こりました。2020年3月にヒューストンは新型コロナウイル

スの流行拡大のためロックダウンし、あそぼーかいも活動停

止となりました。活動停止中に「オンラインでの開催はどう

か？」という話し合いをしましたが、「オンラインだとあそぼー

かいの本来の良さが活かせないのでは」、「(メンバーの)子ど

もがオンライン授業なので参加は難しい」などの意見があり、

再開は先送りされていました。 

 その後子どもたちも通学するようになったので、メンバー同

士が集まって再度話し合いをしました。その結果、オンライ

ンであそぼーかいを開催することにしました。約1年半ぶりの

活動です。オンラインの活動で一番不安だったことは、子ど

もたちとのコミュニケーションが私たちからの一方的な声かけ

になってしまうのではないかということでした。そこで、以前と

同じように子どもたちに楽しんでもらうため、ZOOMのカメラ

やマイクをオンにしてもらって、子どもたちの様子がわかりや

すいようにしました。他にも、歌詞カードの文字を大きくする

などの工夫をしました。子どもたちはただ見ているだけでは

なく、どの演目にも一生懸命参加してくれる様子がみられま

した。大きな声で質問にも答えてくれました。会の終わりに自

由にお話できる時間を設けていましたが、その時に「楽し

かった」と笑顔で言ってくれました。 

 その後コロナ感染の状況も緩和され、2年弱ぶりに本来の

対面での形で活動を再開しました。対面での活動に不安な

く参加いただけるように事前予約サイトを設けて定員制とし、

密接しなくても楽しめるようどのように工夫するか話し合

いました。久しぶりの対面開催で直接子どもたちのリアク

ションを感じることができました。このように段々と「普通」

を取り戻してきています。 

 また、あそぼーかいは以前からお母さん同士の交流の

場ともなっていましたが、オンラインではそれが難しい状

況でした。対面での活動を再開してお母さん同士が笑

顔でコミュニケーションをとっている姿を見て、対面で活

動する良さを感じました。 

 このコロナ禍での話はほんの一例ですが、何かの課題

に対して真剣に向き合い、チームで話し合い協力し、解

決していくという機会は特にアメリカに来てから日常でな

かなか無いので、私には貴重な経験となっていました。

しかもその結果として得られる子どもたちの笑顔は、活動

の原動力となり、私自身の生活も楽しく明るいものにして

くれました。特にコロナ禍になったことで人との交流がど

れほど貴重なものだったかを実感しました。活動を通し

て大切な出会いもあり、アメリカ生活の中で楽しい思い

出も沢山できました。あそぼーかいの活動はボランティア

で成り立っており、アメリカ・ヒューストンでこのような日本

の遊びを伝え楽しむ活動が過去から継続されていること

は日本人としても素晴らしいものだと思っています。今後

も益々発展し、多くの人達に楽しんでいただけることを

祈っています。                  （林奈津美） 

 

pecan.asobo@gmail.com 
 

5月11日（水） 
詳細はヒューストン日本商工会

Facebookページ、ヒューストンな

びにてご確認ください。 

やむをえず中止や予定変更にな

る場合も同様です。 

 

 
 

houstonyomikikase@gmail.com 
 

開催日は未定です。HPにてご確

認ください。  

*スタッフは随時募集中です。 

▲ オンラインでの活動風景 

▲とらおくん、とらこちゃん(対面) 

お出かけください。 

High Island Bird Sanctuary: ダウンタ

ウンからI-10を東に走り約30分、Winnie

という町に来たらTX Hwy 124を南へ、

High Island 19 Miles という看板を見な

がらまっすぐに走りFM1985を超えたら

すぐ大きな陸橋がありこれを渡ったとこ

ろがHigh Islandです。小さな町の中に

何箇所もHouston Audubon Society の

Bird Sanctuary があります。まず 5th 

Street を左折してBoy Scout Woods Bird SanctuaryでDay Passを購入してく

ださい。これで他のSanctuaryにも入れます。 

Houston Audubon Society は非営利団体でこの地区のあちこちで土地を

購入し Bird Sanctuary を運営しています。(Google / Yahoo MapでHigh 

Island, Texasを検索すると地図が見れます。)年間に何度か行かれる予定が

あればAnnual Path $30がお得です。こちらを購入されると毎年デザインを変

えて作るパッチがもらえます。自然保護に対する寄付ということでこちらを購

入する人も多いです。 

町の反対側には Smith Oaks Sanctuary がありこちらは3月から4月に行け

ば必ず営巣中の鳥がたくさん見れますのでぜひ寄ってください。双眼鏡が

あれば雛も見れるはずです。望遠鏡(spotting scope)を持ったBirder も多く、

親切に覗かせてくれる人も多いです。この High Island を含めた多くのス

ポットの情報は https://houstonaudubon.org/ で入手できます。Audubon 

Societyの本部はMemorial DriveとWest Beltに近い E. L. Moore Sanctuary

の中にあり夏休みには子供向けのSummer Camp もやっています。 

（米元錦城） 

▲雛を育てるRoseate Spoonbill 

▲集団で入浴Orchard Oriole  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://houstonaudubon.org/
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症します。頭痛や嘔吐、意識障害が起こります。さまざまな調査があります

が、10%が搬送前に死亡、25%ほどが重症で治療対象とならず死亡し、

60%ほどが治療対象となります。「発症した時にどの程度の意識レベルか」

が強く予後と関連します。突然死や寝たきりになる怖い病気である一方、軽

症な方はほとんど後遺症なく退院できますので、医師としてはやりがいのあ

る疾患です。  

 脳動脈瘤に対する治療には2種類あります。一つは頭蓋骨を開けて直接

血管を見て、医療用のクリップで動脈瘤を遮断してしまうクリッピング術で

す。もう一つはカテーテル治療です。瘤の中にコイルと呼ばれる細い金属を

巻き詰めて塞ぐことで破裂しにくくします(Figure B)。数年前までは開頭クリッ

ピング術が主流でしたが、現在ではほとんどカテーテル治療が行われてい

ます。機械の発展もあり以前まではカテーテル治療困難だった動脈瘤に対

しても治療可能になっています。 
 

脳出血 

 脳出血の原因のほとんどが動脈硬化です。動脈硬化によって弱くなった

血管が破れ出血します。出血によって即座に脳組織が破壊され、重度の麻

痺や意識障害を引き起こします。正直に言いますと、脳出血に対する有効

な治療はありません。さまざまな研究がされてきましたが、未だヒトで有効性

を示した薬剤はありません。手術で出血を取り除くこともありますが、破壊さ

れた脳組織を再生させることはできず、麻痺などの神経症状に対しては、リ

ハビリをしていくしかありません。脳出血もくも膜下出血同様、発症した瞬間

にある程度運命が決まってしまいます。  

 とは言っても一定数起きる脳出血に対してより良い治療はないかと、盛ん

に研究されています。私が所属している研究室は長年脳出血研究をおこ

なっています。特に現在は、脳出血下において細胞のエネルギー産生機

関であるミトコンドリアがどのように働いているかを研究しています。脳出血

ではミトコンドリアが細胞間を移動し、脳出血に対抗する力を他の細胞に与

えることがわかっており、ミトコンドリアそのもの、あるいはミトコンドリアが作る

タンパクを注入する治療などが検討されています。  

脳卒中とは 

 脳卒中(Stroke)とは、脳血管障害(Cerebrovascular Disease)のことを指す一

般用語で、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の3つのことをまとめた言い方にな

ります。「卒」という漢字は「当たる」という意味を持ち、「Stroke」という言葉は

「a stroke of God’s hand」に由来するようです。突然誰かに頭を殴られたよう

な頭痛や片麻痺、意識障害で発症し、人生が一変してしまいます。 
 

脳梗塞 

 脳梗塞は脳卒中全体の半分以上を占め、その中でも血管に血の塊(血栓)

がつまるタイプが20%ほどを占めます。死亡の可能性および後遺症が残る

可能性が高いタイプになります。血栓によって血液を失った脳細胞は刻一

刻と死んでいきます。死んだ脳細胞は元に戻りませんので、できるだけ早く

に血流を再開させることがとても重要になります。ある論文では、1分間に約2 

millionの神経細胞が失われるそうです。血栓を溶かす強力な薬である、

Tissue Plasminogen Activator(tPA)が、主な治療でしたが、これは発症4.5時

間以内に投与されなければならず、出血する危険性があり、効果は限定的

でした。2015年から相次いで良好な治療成績を示したのが、カテーテル治

療です。網のようなもので直接血栓をキャッチしたり吸引したりして機械的に

取り除きます(Figure A)。適切なタイミングで血栓がきちんと取れた症例は劇

的に症状が改善します。当初は6時間以内の発症例に対してのみの適応で

したが、今はMRIなどの画像診断の条件などが合えば24時間以内の症例に

対しても使用可能になっております。有効であるカテーテル治療をできるだ

け多くの患者に届けるために日々研究が進められています。 

 さらに先進的な研究は、幹細胞治療です。脳梗塞で死んでしまった脳細

胞を外から補充してあげようというコンセプトです。ノーベル賞を受賞した山

中伸弥先生のiPS細胞を聞いたことがあるかと思われますが、実はiPS細胞

を脳へ届けると腫瘍化してしまい現時点では有効な研究がありません。主に

神経分野で使用されている幹細胞は、骨髄などから採れる間葉系幹細胞

(MSC; mesenchymal stem cells)と呼ばれるものです。さまざまな動物実験・

臨床試験が行われており、実際に使われるようになる日も近いのではと思い

ます。 
 

くも膜下出血、脳動脈瘤 

 くも膜下出血のほとんどが脳の血管のコブ、動脈瘤が破裂することによって

起こります。「何時何分に何をしていた時」と鮮明に覚えているほど突然に発

第208回 
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今月号は牧野祐紀先生から脳神経外科がご専門の尾崎弾先生にバトンが移りました。  

 次回は小児腫瘍がご専門の原 勇介先生です。原先生とは渡米の時期が近く、

日本人会の集まりで出会いました。妻同士がとても仲良く、子供と共によく一緒に

遊んでいます。小児血液腫瘍の臨床に長く従事されており、どのようなお話か楽し

みにしております。 

脳卒中治療最前線  

 みなさま、こんにちは。 
 UTHealth, Department of Neurolo-

gyでPostdoctoral Research Fellowと

して研究をしております、尾崎弾と

申します。私は日本の東北大学医

学部を卒業し、初期研修を経て同

大学の脳神経外科医局に入局しま

した。脳神経外科を選んだ理由の

一つは、突然動けなくなった方を手

術等の治療によって改善させること

ができる喜びを知ったからです。 以

前は治らないと思われていたかもし

れませんが、ここ数年で脳卒中の診療は急激に変化し改善しつつあります。

現在行われている治療と注目されている研究についてご紹介したいと思いま

す。 

 リハビリの分野では工学系と医学がコラボレーションした研究が盛んです。

ロボットスーツで弱った手足をサポートする技術や、脳と手足を機械でつな

げる(Brain Machine Interface)技術が進化し一部実証されています(Figures 

C, D)。 現在脳出血に対して最も重要で有効な対策は、動脈硬化の予防

です。高血圧、糖尿病、脂質異常症の是正、禁煙、節酒です。これらができ

ていない方が運ばれてきます。30代や40代でも発症しますので、生活習慣

に気をつけましょう。脳卒中で人生を失う人がいなくなることと、日々の研究

が皆さんの生活をより良くすることを願っております。  

東北大学脳神経外科、Postdoctoral Research Fellow,  

Department of Neurology, UTHealth                                     尾崎弾 



 

 担当者にわからせてしまったのです。それだけではありません。この話が終わっ

たとき、「オッケー？イエス、オッケー！」と笑うマッキーさんを囲んでいた人々

に、笑顔があったのです。マッキーさんのヘタウマ英語は、見事に人をつないだ

のです。私は、感動に近い感覚を覚えました。これが、世界と渡り合うことなの

だ、と。 
  
共に作り上げる対話 

本連載では、何度もカラオケを例に、ヘタウマ英語の意味を解説しました。練

習してきたバラードを一人で黙々と歌うような英語の準備や発表では、「英語、お

上手ですね」と言われることはあっても、人とつながることはできません。一緒に

歌え、場が盛り上がり、お開きの頃には和気あいあいとみんなが笑っているカラ

オケのような状況を、カタコトの英語の対話でも目指すのです。むしろ、場を盛り

上げるのは下手な方がいいくらいです。 

ほんの小さなことで変化は起こせます。「Do you know what I mean?」や「So 

far, so good?」と相互理解を確認したり、「What would you say if…?」のように、相

手と共に作り上げる対話をはじめてみましょう。遠慮はいりません。相手はネイ

ティブで、英語のプロなわけですから。 

もし最近、英語に自信がなかったら、ご自身を振り返ってみましょう。一方的な

英語の発表にはなっていませんか？ 丁寧になりすぎてはいませんか？ そこに

笑顔はありますか？ 

一人でも多くの日本人が、ヘタウマ英語のマスターとなれることを心より願い、

本連載を締めくくりたいと思います。 

11 

「ヘタウマ英語」の仕上げ 

当初、3回で終わるはずの「ヘタウマ英語」の連載を、4回としていただきまし

た。そして、いよいよこれが最終回。これまで「ヘタウマ英語」では、以下の3か条

に着目をし、英語力は今のままに、仕事でより際立つ存在となる方法は必ずある

ことをお話してきました。 

その1： 日本語で説明できないことは、英語で説明できない 

その2： 「対話の流れ」を想定した準備をする 

その3： 丁寧すぎる英語は、思い切って捨てる 

もうお気づきだと思いますが、ヘタウマ英語の神髄は、英語を介した「人間関

係の構築」にあるのです。ビジネスにおける英語に対する自信は、良好な関係

性の上でしか成り立ちません。こうした関係性を構築できるようになったとき、はじ

めて余裕が生まれ、笑顔が生まれます。そしてその笑顔が出せる人柄こそが、

ヘタウマ英語の最終仕上げです。 
  
「人柄」に勝るものはない 

本連載のまとめとして、第1回で登場したニコリ社の元社長であるマッキーさん

のエピソードをもう1つご紹介します。あるとき、ニコリ社はアメリカの出版社との大

型契約の交渉の場で、相手の担当者に、「ニコリの数独パズルは、ほかと何が違

うのか？」と聞かれました。まさに、会社の核心に迫る質問です。しかし問題は、

相手の担当者の態度が威圧的で、ニコリ側の担当者も感情的になってしまった

ことでした。室内はなんとも険悪な雰囲気。 

しかし、この状況で突然、カタコトの英語しか話せないマッキーさんが立ち上

がったのです。マッキーさんは「オッケー、オッケー！」と言って、紙と鉛筆を取り

出し、「This is computer.」と言って、数独パズルの例を紙に書き、「オッケー？」

と。次に、もう１つ数独パズルの例を書き「This is Nikoli.」と言って、相手をのぞき

込んで「オッケー？」と。すると、相手もついつい「Okay, okay.」とうなずきます。

マッキーさんは、たった1枚の紙と鉛筆、カタコトの英語で、ニコリの数独は人間

が作っていて、コンピュータにはできない仕掛けがあることを、その威圧的だった
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各部門上位入賞者に

は賞状と各団体が支援

する部門の賞金や副

賞が授与されました。 

 今年のバーチャルコ

ンテストも、各支援団体

からの多大なるご支援

とご協力により実現し、成功裏に終了できました。生徒学生が、

日本語スピーチコンテストを通して日本語学習の成果を発表する機会と、日米

文化交流の絆を深める機会に恵まれたことは、皆様のお蔭と改めて感謝に堪え

ません。在ヒューストン各団体、ボランティアの皆様、審査員をお引き受け下さっ

た各団体代表者の方々のご協力とご支援に深く感謝申し上げます。今後とも引

き続き宜しくお願い申し上げます。 

 以下入賞者の方々には、今後も継続して日本語と日本文化を学習し、日米両

国の架け橋となり日米文化の交流と相互理解に尽力されるよう心より祈念いたし

ます。また、入賞された生徒学生のご家族、日本語教育に携わる教師の方々の

日々の努力に感謝すると共に、その努力の成果に心からお喜び申し上げま

す。おめでとうございます。                 

 （佐藤裕子(ライス大学) ヒューストン日米協会スピーチコンテスト実行委員会） 

 第32回テキサス州日本語スピーチコ

ンテストが3月12日土曜日、在ヒュースト

ン日本国総領事館及びヒューストン日

米協会の共催により開催されました。昨

年に続くバーチャルコンテストで、各地

区大会上位入賞者総数31名に加え

オープン部門参加者5名を含めた36

名、さらにボランティアの方々、各日本

人団体を代表する審査員の方々（商工

会からは根本生活・情報委員長が参

加）、ゲストを含む総数57名がズーム上で一堂に参集しました。今年の大会は春

休みが始まった翌日ということもあり、旅行先から参加した出場者や州外の滞在

先から参加した審査員などもあり、バーチャルが私たちの生活に根付いたことを

認識させる大会となりました。 

 コンテストは冒頭の村林弘文総領事からのビデオ録画による応援メッセ―ジで

始まり、インターネット動画ですべてのプログラムがライブ配信されました。参加

者の家族や教師、多くの友人もネット上で参加応援することができ、その観衆者

数は370名におよびました。発表は、第一部門の高校スピーチ全米オーロラ大会

出場者選考部門から始まり、課題詩部門、俳句部門、大学部門、そしてオープ

ン部門と続きました。部門ごとにコンピュータ上での画面の切り替えがありました

が、最近は、コンピュータ作動をスムーズにこなす人々も多くITサポートもあり問

題なく進行できました。ゲストの一人であるカナダ人落語家桂サンシャインさんが

公演先のロンドンからオンラインで応援パフォーマンスを披露し笑いを届けてく

れました。またオープン部門は、バーチャルにより遠隔地からも参加しやすくなっ

たことで4年ぶりに復活しました。 

 スピーチの内容は、パンデミックがもたらした学校生活から学び得たこと、パン

デミック後の自分のあり方について、気候変動が社会生活の仕組みに及ぼす影

響について、日本語の方言についての興味から得た知識などについて等でし

た。熱意のこもったスピーチに、審査員及び参加者一同は熱心に耳を傾けてい

ました。 

 入賞者発表には、在ヒューストン日本国総領事館、ヒューストン日本商工会、グ

レーターヒューストン日本人会、ヒューストン日米協会、テキサス州日本語教師

会、紀伊國屋書店の各支援団体代表の方々のご出席のもと、参加者はズーム

画面で、家族や教師はライブ動画で臨みました。全部門参加者には参加証書、

各部門入賞者 氏名(在学校名・代表地区名) :課題詩部門1位Joshua ZUNIGA (Johnson H.S. 

San Antonio) 2位 Kevin LUO (William P. Clements H.S. Houston) 3位 Jerry ZHANG (William 

P. Clements H.S. Houston)、俳句部門1位 Narah MONREAL ( Churchill H.S, San Antonio) 2位 

Rebecca SCARAMUZZI (Liberal Arts and Sciences Academy H.S Austin) 3位 Ghania EWELIKE 

(Richardson H.S. Dallas)、高校オーロラ部門1位Adanuri ANAYIAM (L.V. Berkner H.S. Dallas) 2

位Elianna MOORE (Johnson H.S. San Antonio)、3位 Camille KOUTRAS (Ronald Reagan H.S. 

San Antonio)、大学部門 1位 Ella BARTON (University of Texas at Austin)、2位 James DALTON 

(University of Texas at Austin) 3位 Jeilene FABI (University of Texas at San Antonio),オープン部

門1位 Alisa NORO, College Park H.S, Houston 

特別賞・副賞 :ヒューストン日本商工会(JBA) 記念品 : 俳句部門上位入賞者全員、テキサス州日

本語教師会(JTAT )記念品 ：課題詩部門上位入賞者全員、ヒューストン日本人会(JAGH) 奨学

金合計1000ドル : 高校オーロラ部門 1位 Adanuri ANAYIAM (L.V. Berkner H.S. Dallas) 2位

Elianna MOORE (Johnson H.S. San Antonio) 3位 Camille KOUTRAS (Ronald Reagan H.S. San 

Antonio)、ヒューストン日米協会(JASH) 奨学金合計1200ドル ：大学部門 1位 Ella BARTON 

(University of Texas at Austin) 2位 James DALTON (University of Texas at Austin) 3位 Jeilene 

FABI (University of Texas at San Antonio)紀伊國屋賞記念品：オープン部門1位 Alisa NORO, 

College Park H.S, Houston JTAT INSPIRATION AWARD：Shaina ALBERT, Richardson H.S. 

Dallas                                       大会結果発表  大会動画 

ヘ タ ウ マ 英 語 第四回 
仕事に活かす 

内藤博久（準会員）   100年の歴史を有する米国の法律事務所

Moses & Singer LLPにて労働法、企業法務、知的財産権などを専門に

扱うニューヨーク州・テキサス州弁護士。幅広いネットワークで米国の大

手法律事務所と提携し、日本企業の米国進出を多角的に支援。日本人

経営者を対象としたリーガルセンスを磨くセミナーを実施し、YouTubeの

配信なども行っている。 

他団体便り 

▲大会入賞者 

・Email：hnaito@mosessinger.com  ・YouTubeチャンネル  ・久ラジ 

・US LEGAL AID FOR LEADERS ・ヘタウマ英語：第1回・第2回・第3回 ・個人ブログ 

https://www.jas-hou.org/news/2022-texas-state-japanese-language-speech-contest
https://www.youtube.com/watch?v=N3phfOnLZvo&t=638s
mailto:hnaito@mosessinger.com
https://www.youtube.com/channel/UCm8r_LGEiUg6XwQq466Rzpw?app=desktop
https://anchor.fm/u5185u85e4u535au4e45/episodes/6242020-First-efrkii
https://www.jpnuslegalaidatwork.com/
https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_463f0013034a4b98a06cea68addc1236.pdf
https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_71429bd067894195ad491f806084217b.pdf
https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_3051d28d753b4dfca9ceccd3bac9c28d.pdf
https://hisablog.hatenadiary.com/
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■開催中 – Sep. 5 
Virtual Realities: The Art of M. C. Escher from Michael S. Sacks Collection  
@ Museum of Fine Art, Houston 

 階段を昇っているのか降りているのか分からない。鳥の群れだと思ったら魚に変わっていた。ここ

は一体、昼なのか夜なのか。オランダ出身の画家エッシャーの不思議な絵は日本でも有名ですよ

ね。そんな彼の絵画や版画、スケッチなど400点以上を集めた展覧会が開催されています。不思議

な世界にどっぷりと浸ってみませんか。 
 

■Apr. 23 
Wands and Wizards @ Jones Hall 

 ハリー・ポッターやオズの魔法使いなど、魔法をテーマにしたコンサートが開かれます。ヒュースト

ン交響楽団がお届けする家族向けプログラムです。 
 

■Apr. 29-30 
Academy Spring Showcase @ Cullen Theater 

 ヒューストンバレエアカデミーで学ぶ未来のダンサーたちの発表会です。 
 

■May 7 
Kentucky Derby @ Churchill Downs Racetrack 

 アメリカの競馬界で最も有名なレースの1つであるケンタッキーダービーがその名の通りケンタッ

キー州で開催されます。米国スポーツ界における「最もエキサイティングな2分間」を味わいましょう。 
 

■May 10-22 
Jersey Boys @ The Hobby Center 

 ブロードウェイ発祥の人気ミュージカルです。60年代のロックシーンを彩る名曲と合わせてお楽し

みください。荒っぽい言葉も含まれていますので12歳未満のお子様には推奨されていません。 
 

■May 27-29 
NRA Annual Meetings & Exhibits @ George R. Brown Convention Center 

 このコーナーで紹介すべきか悩ましいイベントですが、かの有名な（悪名高い？）アメリカライフル

協会の年次総会がヒューストンで開催されます。会員向けなので非会員は入場できません。 

編 集 後 記  
 

コロナも随分収まってきている今日この頃、皆さま、いかが

お過ごしでしょうか。3月にはロデオなどの大型イベントも通常

通りの開催となり、盛況だったと伺っています。商工会でも、ソ

フトボール大会やテキサス会ゴルフ大会などのイベントも通常

開催が予定されており、いよいよ、ポストコロナの生活が始まっ

たかなと、期待しているところです。今月号では、補習校の卒

園・卒業式の様子もご紹介していますが、バーチャルではなく

通常通りに執り行われてよかったなと思いました。 

他方で、4月は異動の時期でもあります。補習校の校長先

生の離任ご挨拶も掲載いたしましたが、皆様方の周囲におい

ても、お別れとともに新しい出会いがあるのかなと思います。ウ

クライナ侵攻の悲惨なニュースもなかなか収束の目処が立た

ず、円安、ガソリン価格上昇など、身の回りの環境も大きな変

動を続けています。コロナも収まってきているとはいえ、自宅で

の検査・療養で済ませてしまうケースが増えて、実情が見えに

くくなっているだけだとの声も聞こえます。 

最近は暖かい日も随分と多くなってきました。新しい環境に

向けてしっかりと準備をしたいと思います。皆様におかれまし

ても、季節の変わり目、どうぞ、ご自愛くださいませ。 

（稲田徳弘） 

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。 

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： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

に 

https://www.mfah.org/exhibitions/virtual-realities-art-of-mc-escher
https://houstonsymphony.org/tickets/concerts/wands-and-wizards/
https://www.houstonballet.org/seasontickets/pdps/2021-2022/academy-spring-showcase/
https://www.kentuckyderby.com/
https://www.thehobbycenter.org/events/jersey-boys/
https://www.nraam.org/
mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
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