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変わった食文化の街・ニューヨーク

―ニューヨークの食文化は、ステーキが主
役だった時代から、今は地産地消やヘルシー
志向と、ずいぶん変わっていますよね。
　変わったね。私は1980年代に、農家と契約
して新鮮な食材を店で使うことに投資したけ
ど、そのころはファーム・トゥー・テーブル（編集
注＝産地からテーブルまでの食材の流通経路
が見える提供方法）という言葉すらなかった。
今から100年前にも、食材は農場から食卓に
直接届いていたはずなのに、変な話だよね。

―確かに。
　人々が、食材がどこから来て、どのくらいク

リーンなのかを気にし始めた。でも、そういった
思想を掲げてブランド化することは誰にでもで
きるから、消費者がしっかり見極めないといけ
ない。ものすごく高額を取るレストランがあるけ
れど、「何にそんなに費用をかけているんだろ
う」と思ってしまう。多くのレストランは、同じ食
材を使っているのに、メニュー料金に開きがあ
るんだよね。
　今の時代は消費者の声がより印象的に届
くし、レストラン側も慎重に受け止めている。消
費者の好奇心をビジネスチャンスに置き換え
て、利益を得ることができる時代だから。
　ただ、ニューヨークはユニークな街だから、
必ずしもアメリカの文化や潮流を代表している
わけではないけどね。

1987年に「ブーレー・レストラン」を創業以
来、ニューヨーク屈指の名シェフとして、食
の可能性を探究し続けている、デービット・
ブーレーさん。今回は、ニューヨークのレス
トラン事情と、自身が精通する日本食文
化へのパッションを語ってもらった。

（取材・文＝南あや／写真＝Yoko Essel）

〈編集注〉この取材は2月に行われたものです。

日本食の秘密に
魅せられて
オーナーシェフ   
デービット・ブーレー

Special Interview 1
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―ニューヨークの食文化が個性的である
背景には、何があるのでしょう?
　人口が特徴的だと思う。他の大都市に比べ
ても、これほど多くの民族・人種が集まってい
る街はないだろう。

―レストランの価格が高いのも、この街の
特徴ですよね。
　そうは言っても、いい懐石料理は日本でも、
かなり高額だよ。ただ、ニューヨークは確かに
食材も人件費も高い。家で食べたほうがいい
と思うよ。いつも「オススメのレストランは?」と聞
かれて、「家で作る」と返している。

―私も聞こうと思っていたのですが（笑）
　おいしいものが食べたくなったら、飛行機に
乗ってヨーロッパか日本に行くよ（笑）。普段、忙
しいからあまりレストランにも行かないし。ニュ
ーヨークではそれなりの料金を払わないと、健
康的で上質な食事には出合えないな。

未知の料理に魅せられて

―ブーレーさんは日本料理に造詣が深いで
すが、その出合いは？
　辻調理師専門学校の辻シェフが金融街で
働いていた時、彼のボスと友人同士で、それ
で辻シェフとも知り合った。サウスハンプトンの
仕事で一緒になった、辻シェフの作った懐石
料理を初めて食べたときは驚いたね。何が起
こっているのか分からなかったくらいだった。
今まで味わってきた料理と全く違ったから。

―具体的には、何が衝撃的でしたか?
　プレゼンテーションも皿もユニークだし、四季
を反映しているし、健康的で体にも良い。一言
で説明できないけど、何もかもが、私の知って
いる料理と違ったんだ。

　その後、タイ王室に料理を振る舞った際、時
間があったから、同席していた辻シェフに日本
食の作り方を一日中、教えてもらったよ。期間
中は毎晩、素晴らしい懐石を振る舞ってくれ
た。辻シェフは私たちを大阪にも招待してくれ
て、懐石料理店「本湖月」で食事をした。

―その当時は、ニューヨークの日本食レスト
ランの数も少なかったと思います。
　今に比べて、入手できる食材の数も、シェフ
の教育の質も違ったと思う。1998年ごろかな、
新しく知った日本の食材を仕入れようと、ニュ
ーヨークの大手流通会社に相談したら、「ど
れも流通していない」と言われた。だから5000
ドルを払って、500キロの京都みそを入荷した
よ。今はなんでも手に入るね。大量生産のもの
だけでなく、職人の腕が光るような逸品も。
　これまでは、「どうせアメリカ人は味の違い
は分からないだろう」と料理人たちがタカをくく
っていたか、あるいは、本物の品質のものを入
手するには食材が高過ぎたのかな。

―食材が手に入りやすくなったと同時に、
日本食レストランの競争率は激化しましたよ
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ね、おそらく。
　ニューヨークの日本食レストランは何でもメニ
ューにあるから、どの「日本食」で考えるかによ
って、回答が変わると思う。日本では1種類だ
けに傾倒している専門の料理店が多いよね、
すし、そば、天ぷらとか。それが、ニューヨークと
日本にある日本食レストランの違いかな。
　懐石料理店「ブラッシュストローク」をオープ
ンした時、懐石はニューヨークで知られていな
かったし、「懐石が何か分かっていないだろ!」
と思わせる、「自称・懐石料理店」しかなかっ
た。メニューからいろんな味を選ぶテースティ
ングメニューを、懐石と言い張っていたりね。
　懐石料理とはもっと宗教的で、神秘的で、母
なる大地や人間の体とつながっているもの。
複雑なアプローチの元にある料理だ。
　テースティングメニューといえば忘れてはな
らないのが、懐石は、60〜70年代のフランス料
理に多大な影響を及ぼしたということ。

―そうなんですか!
　フランス人シェフが日本に渡って、そこでの
経験がヌーベルキュイジーヌに影響を与えた。
野菜の使い方や調理法などね。プリフィックス・
メニュー（編集注＝決められた皿数のメニュ
ーで、希望の品を1品ずつ決めていくコースス
タイル）はそこから始まったスタイルだし。日本
文化は世界に、分散するような形で影響を与
えているよ。

レストランは「金もうけ」ではない

―ずっと第一線で活躍されていますが、料
理に対してモチベーションを保ち続けている
秘訣（ひけつ）はなんでしょう?
　分からない、私が知りたいくらい。ただ、レス
トランを利益の観点で経営しているわけでは
ないんだ。食文化を称賛して、健康的で機能
的な食事とサービスを提供するにはどうしたら
いいか、ということに取り組んでいる。だから栄
養学を学ぶために大学にも行ったし、医学研
究者とコラボレーションしたイベントもやった。

―常に新しいことを学ばれていますね。
　NHKの、日本食についてのドキュメンタリー
に出演した際、日本の視聴者からのコメントを
読んだら、科学が料理と結びついていない人
が多い印象を受けた。日本人視聴者にとって
は、自分たちの料理のことなのにね。
　この「ブーレー・アット・ホーム」も、家庭料理
について教えるためのレストランだ。調理の様
子がよく見えるカウンターテーブルだろう? 教
育プログラムや調理クラスも開催しているよ。

―ちなみに、料理以外の趣味は?
　セーリング。コネティカット州のミスティックリバ
ーで、木製ボートのコンペティションがあって、
そこで私の船が最優秀賞に選ばれたよ。

「日本食普及の親善
大使」の名刺

昆布の効能について
まとめた研究ノート
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―もしかしたら趣味に費やす時間がないの
では、と思っていたので、安心しました。
　時間はないよ。作るんだ。

日本食には、まだまだ可能性がある

―これからニューヨークでレストラン事業を
始める人に、アドバイスするとしたら?
　今はレストラン業界にとっては厳しい時代
だ。経営にはコストがかかるから、今までみん
なコンセプトを考えて、金が取れる方法を考え
ていた。でも時給の最低金額が変わり、税金も
高くなり、すでに多くの店が閉店してしまった。
今年だけでも、数百件のレストランが閉まるだ
ろうね。だから不動産物件は空いている。この
経済の流れにはサイクルがあるから、それを
読み解かなくてはいけない。
　ブルックリンやロングアイランド、ニュージャー
ジーはまだ地価がそこまで高騰していないか
ら、若い人にとってはビジネスチャンスがある
のではないだろうか。巨額の予算を投じて大き
なレストランを開き、経営していくのはリスクが
高過ぎると思うよ。コストの構造を把握して、客
が興味を持つようなユニークなビジネスを考え
るんだ。
　日本人に向けて伝えたいのは、日本の食文
化の中には、まだニューヨークで知られていな
くて、人気が出そうな食べ物が、たくさんあると
いうこと。消費者であるアメリカ人の舌に合うよ
うに調節すればチャンスがある。フランス料理
が上陸したときも、アメリカ人にはバターが多過
ぎて、最初はウケなかった。アメリカ人やニュー
ヨーカーの「味のパレット」にかなったものかを
考えるんだ。

―例えば、どの日本の食べ物に可能性が？
　日本人にとって最もシンプルなもの……漬物

（ピクルス）はどうだろう。ぬかや酒かすで漬

けたものは家庭でも作れる。塩分も控えめで
健康的だし、発酵食品は体にいい。今、アメリ
カでコンブ茶が最も売れている理由も、体内
環境を整えて、かつ持続可能なエネルギーだ
からだと思うよ。
　漬物……いいな。いけそうだな。自分で事
業をやろうかな（笑）
　先日、コロンビア大学の精神医学の先生か
ら聞いたのは、彼が家族で日本にスキー旅行
に行った際に体調を崩して、空港で買った昆
布でとったダシを初めて飲んだら、その効能に
驚いた、という話。こんな風に、「これを食べて
どう感じるか」「食べた後に体にどう影響があ
るか」ということに、ニューヨークの人々が今、
関心を持ち始めた。
　その点、日本人は昔から食事が人に与える
影響について、よく理解しているからね。

デービット・ブーレー・・・コネティカット州出身。フラ
ンスのソルボンヌ大学を卒業後、ジョエル・ロブショ
ンなどのセレブシェフの元で修行。ニューヨークにb
戻り、1987年に自身初のレストラン「ブーレー」（ミ
シュラン一つ星）、そして2017年に現在の「ブーレ
ー・アット・ホーム」をオープン。16年には、日本政府
から「日本食普及の親善大使」に正式に任命され
ている。davidbouley.com
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Bubby's Tribeca Bubby's Tribeca inin 「プラダを着た悪魔」 「プラダを着た悪魔」

アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ共演で2006年に大ヒットし映画。アン演じる主
人公が、彼氏や友人と共に就職祝いをしたシーンで登場。マンハッタンにはハイライ
ンとトライベッカの2店舗あるが、ロケ地はトライベッカ店の方。

Bubby’s Tribeca
120 Hudson St.
bubbys.com

ジャスティン・ティンバーレイクとミラ・クニス共演、2011年制作のラブコメディー。ラ
ストシーンに登場したレストランで、グランドセントラル駅前の橋の下にあり、ネオン
が目印となっている。同店は8月に再開したばかり。

Pershing Square
90 E. 42nd  St.(at Park Ave.)
pershingsquare.com

ロケ地を楽しむ

ニニ ュュ ーー ヨヨ ククーー

Pershing SquarePershing Square  inin 「ステイ・フレンズ」 「ステイ・フレンズ」

※営業時間など詳細は、ウェブサイトで確認ください。※営業時間など詳細は、ウェブサイトで確認ください。

ニューヨークを舞台にした作品にニューヨークを舞台にした作品に
登場したロケ地。食べに行って、 登場したロケ地。食べに行って、 
名作をもう1度観てみよう！名作をもう1度観てみよう！

All photos by 
Pershing Square

★デリバリー
★ピックアップ
★アウトドア席
　あり

★デリバリー
★ピックアップ
★アウトドア席あり
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世界中の女性がとりことなったドラマで、
この店は主人公キャリーと親友ミランダ
がカップケーキを食べたシーンで知名度
が上昇した。ローカルから観光客まで訪
れ、週末は行列ができることも。「レッド・
ベルベット」は絶品!

Magnolia Bakery Upper West Side
200 Columbus Ave. 
(at 69th St.)
magnoliabakery.com

Magnolia BakeryMagnolia Bakery  inin 「セックス・アンド・ザ・シティ」 「セックス・アンド・ザ・シティ」

店の名物、パストラミサンドが有名にな
った1989年公開の作品。当時、「ラブコ
メ女王」として人気だったメグ・ライアン
が、ビリー・クリスタルの前でパストラミサ
ンドを頬張る、有名なシーンとして登場し
ている。

Katz’s Delicatessen
205 E. Houston St.
katzsdelicatessen.com

1998年公開、メグ・ライアンとトム・ハン
クス共演のラブコメディー。恋愛論を語り
ながらホットドッグを食べるシーンとして
登場。ホットドッグのソースは好みで選べ
る上、値段も手頃。名物「パパヤドリンク」
も忘れず注文しよう!

Gray's Papayar
2090  Broadway
grayspapaya.nyc

Gray's PapayaGray's Papaya  inin 「ユーガット・メール」 「ユーガット・メール」

Katz's DelicatessenKatz's Delicatessen  inin 「恋人たちの予感」 「恋人たちの予感」

★デリバリー
★ピックアップ

★デリバリー
★ピックアップ

★デリバリー
★ピックアップ
★アウトドア席あり
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グロサリーストア・リスト
ローカルのスーパーマー
ケット（A to Z）

■Costco
有料の会員制ホールセールス
トア。
costco.com

■Foodtown
foodtown.com

■Key Food
ニューヨークを中心に近郊に
200店舗以上。系列店にスーパ
ーフレッシュ、フードエンポリウ
ムがある。
keyfood.com

■Trader Joe’s
オーガニック、スーパーマーケ
ット。
traderjoes.com

■Whole Foods Market
全米400店以上を展開するナチ
ュラル系スーパーマーケット。
wholefoodsmarket.com

NYおよび近郊にある、日系
店または日本の食品がそろ
う店

■Dainobu （市内5店舗）
dainobu.us 

〈East 47th Store〉
129 E. 47th St.

〈West 56th Store〉
36 W. 56th St. 

〈Greenwich Village Store〉
498 6th Ave.

〈Brooklyn Prospect Park 
Store in J+B〉
300 7th St.
Brooklyn, NY 11215

〈Mi-Ne Deli〉
496 6th Ave.

■Daido Market
522 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10605
facebook.com/DaidoMarket

■Family Market
2915 Broadway
Astoria, NY 11106

■Food Bazaar Supermarket
ニューヨーク近 郊で2 0 店 舗
以上。
foodbazaar.com

■Maruichi Japanese Food 
& Deli Stamford
1212 E. Putnam Ave., #1
Riverside, CT 06878
facebook.com/ctfujimart

■Maruichi Japanese Food 
Deli Scarsdale
816 White Plains Rd.
Scarsdale, NY 10583

■H Mart
アジア食材が豊富。全米で60
店舗以上を展開。
hmart.com

■Hong Kong Supermarket
ニューヨークを含む全米6店
舗を展開。日本、中国、韓国、ベ
トナムなどのアジア系食品が
そろう。
157 Hester St.

■Katagiri （市内2店舗）
katagiri.com

〈59th Street Store〉
224 E. 59th St.

〈Grand Central Store〉
370 Lexington Ave., #107

■Midoriya Union Squair
11 E. 17th St.

midoriyany.com

■Midoriya Brooklyn
167 N. 9th St.

■Mitsuwa Marketplace
595 River Rd.
Edgewater, NJ 07020
mitsuwa.com

■Oishinbo
283 Halstead Ave.
Harrison, NY 10528

■Sakura-Ya Japanese Mart
73-05 Austin St.
Forest Hills, NY 11375
sakura-yajapanesemart.com

■Shin Nippon Do
63 Mineola Ave.
Roslyn Heights, NY 11577
shinnippondony.biz

■Sunrise Mart （市内4店舗） 
sunrisemart.com

〈East Village〉
4 Stuyvesant St., 2nd Fl.

〈SoHo〉
494 Broome St., #2213

〈Midtown〉
12 E. 41st St.

〈Brooklyn（Japan Village）〉
934 3rd Ave.
Brooklyn, NY 11232

■Taiyo Foods Japanese 
Grocery Store
45-08 44th St.
Sunnyside, NY 11104
taiyonyc.com

■Tominaga Shouten
169 Main St., A
Port Washington, NY 11050
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何個持ってる?

エコバッグ・コレクション
日々の買い出しも、自分らしいスタイルで! 季節ごとにデザインが刷新されると
ころもあるので、お気に入りの店は定期的にチェックしよう。

エコバッグといえばココ
Trader Joe's
自然派商品を取りそろえる同店らしく、
エコバッグも種類豊富。地域限定もの
も多い（traderjoes.com）

たっぷりサイズがうれしい
Fairway
大手チェーンスーパーのバッグは、マチ
が大きくて大きな野菜もスッポリ収まる

（fairwaymarket.com）

NYみやげにいかが?
Zabar's
アッパーウェストの老舗店のレ
トロデザインは、おみやげとし
ても大人気! （zabars.com）

ウラ
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スタイリッシュな個性派
Strand Book Store
ユニオンスクエアの本屋らしく、積
み重なった本をモチーフに（strand 
books.com）

ライトカラーで
軽やかに
Barnes & Noble 
ファッションを選ばないグ
レーバッグは、メッシュ素材
なので持ち運びにも便利

（barnesandnoble.com）

シンプル・イズ・ベスト
MoMA 
世界的美術館のトートで買い
物するぜいたく! さりげないデ
ザインで差をつけよう（moma.
org）

使うと見えるワンポイント
New York Public Library 
一見素朴なデザインだが、側面にはカラ
フルな本の山が! （nypl.org）

地球への優しさ忘れずに
Whole Foods Market 
ペットボトルで出来たリサイクル
商品で、洗濯機で洗える優れもの

（wholefoodsmarket.com）

ニューヨーク州では2020年3月から、小売店での
ビニール袋の使用が順次、原則禁止に（ニューヨ
ーク市内では、紙袋が5セントで利用できる）。エコ
バッグを一つ持っておくと便利!

3月からはエコバッグが活躍!
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医 療
アメリカの保険
監修（医療保険）: 日米ソーシャルサービス（JASSI）
TEL: 212-442-1541（内線1）／jassi.org

医療保険（Health Insurance）
　病気やけがなどの治療をカバーする医療保険

（Medical Insurance／Health Insurance）
の他、歯科保険（Dental Insurance）、眼科保
険（Vision Insur ance）などがある。歯科保険
は、歯の治療や予防、眼科保険は眼鏡やコンタ
クトレンズ代など、限られた部分をカバーする。
　「オバマケア」（the Patient Protection 
and Affordable Care Act）は、国民の保険
加入率を向上させることを目的に制定された
が、連邦での国民加入義務は2019年からなく
なった。ただし、州ごとの加入義務がある場合
もある。各州がマーケットプレイスと呼ばれる
ウェブサイトを展開し、医療保険プランを見比
べて、購入することができる。
　支払った保険料は、税控除の対象になる。タ
ックスリターンの際に申請し、受給資格を満た
した場合、連邦政府が保険料の一部を肩代わ
りする。

生命保険（Life Insurance）
　生命保険は、掛け捨て型（Term Life）と、積
み立て型（Permanent Life）に大別できる。
　掛け捨て型は、通常10〜20年の期限

（Term）があり、その期限中に被保険者
（Insured）が亡くなった場合、死亡保険金
（Death Benefit）が受給者（Beneficiary）に
支払われる。
　掛け捨て型は、保険料の支払いを止めると
保険が失効する。
　積み立て型では、キャッシュバリュー（Cash 
Value）と呼ばれる生命保険の口座に積み立て
たお金があり、保険料の支払いを一時停止し
ても、即座に保険が失効することはない。
　積み立て型にはさらに、終身型（Whole 

Life）、ユニバーサル型（Universal Life）、変額
型（Variable Universal Life）などがあり、口
座の中で貯蓄や投資ができる。また積み立て
型では、キャッシュバリューを利用して子供の
教育資金や自分の老後の蓄え、その他、相続
対策にも使うことができる。
　老後に備える生存保障には、「Annuity」と
呼ばれる年金保険があり、介護保険は、「Long 
Term Care」という商品がカバーする。入院保
障は医療保険の範囲であるため、生命保険は
関与しない。

損害保険（Property & Casualty Insurance）
　アメリカの損害保険には、自動車保険、住宅
保険、雇用者傷害保険、業務上の保険、船舶
海上保険、医師の瑕疵（かし）責任保険など、
種類は非常に多岐にわたる。
　いずれも専門性が高いため、各部門の専門
家に相談することを勧める。

NYCケア（NYC care）
　ニューヨーク市が2019年8月から新たに導
入した「NYCケア」は、収入やステータスに関
係なく、全ての市民が質の高い医療を手頃な
価格で受診できるサービスだ。
　登録資格は、市内に6カ月以上住んでいて、
健康保険料の支払いに余裕がない、または資
格がない人が対象。2020年度中に市内5区
全てで実施予定。詳細は、TEL: 646-NYC-
CARE（646-692-2273）に電話で確認する
必要があり、「NYC Health + Hospitals」の
保険相談員に予約を取ることもできる。
　また会員証を取得できると、専門のプライマ
リケアや予防ケア、定期的な受診、手頃な価格
の薬を手に入れることができる。24時間365
日のカスタマーサポートラインにアクセスし、
NYCケアの質問や処方箋について相談するこ
とも可能だ。
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医療英単語辞典
●診療科目●

A
Acupuncture	
	 アキュパンクチュア（鍼）
C
Cardiology
	 カーディオロジー（心臓科）
Chiropractic	
	 カイロプラクティック
D
Dental	 デンタル（歯科）
Dermatology
	 ダーマトロジー（皮膚科）
G
Gastroenterology　
	 ガストロエンテロロジー（胃腸科）
F
Fertility
	 ファーティリティー（不妊治療）
I
Internal	Medicine　
	 インターナル・メディシン（内科）
N
Neurology
	 ニューロロジー（神経科）
O
OB-GYN
	 オー・ビー・ジー・ワイ・エヌ（産婦人科）
Ophthalmology	
	 オフタモロジー（眼科）
Optometry	オプトメトリー（検眼）
Orthodontics
	 オーソドンティックス（歯科矯正）
Orthopedics
	 オーソピディックス（整形外科）
P
Pediatrics
	 ペディアトリクス（小児科）
Plastic	Surgery
	 プラスティック・サージェリー（美容整形）
Podiatry	ポディアトリー（足病科）
Primary	Care
	 プライマリーケア（初期診療）
Psychiatry
	 サイキアトリー（精神科）
Psychology
	 サイコロジー（心理学科）

R
Radiology
	 レディオロジー	（放射線科）
Rheumatology
	 リウマトロジー（リウマチ科）
U
Urgent	Care
	 アージェントケア（緊急医療）
Urology	ユロオジー（泌尿器科）

●症状・病名●
A
Anemia	 貧血
Asthma	 ぜん息
Athlete's	foot	 水虫
B
Bone	fracture	/	FRX	 骨折
Burn	 やけど
C
Chill	 悪寒
Cold	sensitivity	 冷え性
Constipation	 便秘
Convulsion	 けいれん
COVID-19	新型コロナウイルス
D
Depression	 うつ
Diarrhea	 下痢
Dizzy	 めまい
E
Eating	Disorder	 摂食障害
Eczema	 皮膚炎
F
Fainting	 失神
Fatigue	 けん怠感
Fever	 発熱
Food	poisoning	 食中毒
H
Hangover	 二日酔い
Hay	fever	 花粉症
Headache	 頭痛
Heart	attack	 心臓発作
Heartburn	 胸焼け
Hiccup	 しゃっくり
Hypertension	 高血圧
Hypotension	 低血圧

I
Inflammation	 炎症
Insomnia／Sleeplessness	不眠
J
Joint	pain	 関節痛
Joint	dislocation	 脱臼
L
Low	back	pain	 腰痛
Loss	of	appetite	 食欲不振
M
Measles	 麻しん
Motion	sickness	 乗り物酔い
Muscle	pain	 筋肉痛
N
Nasal	congestion	 鼻づまり
Nausea	 吐き気
Neck	pain	 肩（周りの）凝り
Neuralgia	 神経痛
O
Obesity	 肥満
P
Palpitations	 動悸
Paralysis	 麻痺
Period／Menstruation	 生理
Phlegm	 たん
Piles	 痔
Pneumonia	 肺炎
R
Rash	 発しん
Ringing（in	ears）	 耳鳴り
Running	Nose	 鼻水
S
Seizure	 発作
Shortness	of	breath	呼吸困難
Sneeze	 くしゃみ
Snore	 いびき
Sore	throat	 喉の痛み
Stroke	 脳卒中
Sunburn	 日焼け
Swelling	 むくみ
T
Tremor	 震え
Y
Yawn	 あくび

使って
 みよう!

※ここに挙げたものと異なる言い回
し、単語が使われることもあります。
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有名どころの　　市販薬を紹介
処方箋なしで購入できる市販薬（over-the-counter drug、通称OTC）のうち、

アメリカの一般家庭で広く知られているものをご紹介（監修＝日本およびNY・NJ州薬剤師大野雅子）
※各商品の効能を保証するものではありません。服用時は薬剤師に相談を。

Advil（アドヴィル）
有効成分はIbuorofen。発熱や頭痛、生
理痛などに。抗炎症作用があるので、関
節痛にはアセトアミノフェンよりも有効。

Tylenol（タイレノール）
有効成分はAcetaminophen。こちらも発
熱や頭痛、生理痛など。容量を守れば、イ
ブプロフェンよりも安全な薬といえる。

Pepto-Bismol（ペプト
＝ビスモル）
有効成分はB i s m u t h 
Subsalicylate。腹痛、胃の
むかつき、下痢などの症状
に。ピンクが目印。

Claritin（クラリチン）
有効成分はLoratadine。く
しゃみや鼻水、目のかゆみ
といったアレルギー反応に
よる症状に。

Zaditor（ザディター）
有効成分はKetotifen。主
に目のかゆみなど、アレルギ
ー性結膜炎などの症状に。
花粉症シーズンの定番。

Neosporin（ネオスポリン）
応急処置として、軽度の火傷や切
り傷からの細菌感染を予防する軟
膏（なんこう）。

Dramamine（ドラマミン）
有効成分はMeclizine。乗り物酔い
に伴う、吐き気やめまいなどの症状
に。眠くなりにくいタイプ。
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ニュースマイル矯正歯科のフランク・ルー院長が、矯正の必要性と、インビザラインについて解説。

NYに来た今こそ見直そう

子供の歯並び、気を付けてますか?

　定期的に歯科検診は受けるが、矯正歯科には
行ったことがないという人は、意外と多いのでは
ないだろうか。
　ニュースマイル矯正歯科のフランク・ルー院長
は、「日本ではあまり習慣がないかもしれません
が、米国では通常、子供は7、8歳ごろに矯正歯科
の検診を受けます」と話す。
　「かみ合わせのズレや、歯間の隙間が不ぞろ
いな状態を放置しておくと、永久歯の成長ととも
に骨格に余計な負担が掛かるので、早い段階で
矯正することが重要です」
　また成人でも、かみ合わせの悪さが原因で慢
性的な頭痛を感じることもあるそうで、自覚がな
いままに矯正治療を推奨されるケースもある。

インビザラインを選ぶ理由

　現在、普及率を上げているのはインビザライン
矯正。自分の歯を型取った透明なアライナー（マ
ウスピース）をはめ、歯並びを美しく正すものだ。
ニュースマイル矯正歯科では、最新のスキャナー
を使うことで、アライナーをより早く、精密に作る
ことができるという。
　生活に支障をきたす歯並びやかみ合わに悩
む人はもちろん、自分の外見に自信を持てない
人にも、一考の価値がある。
　「美しい歯並びだと、就職活動での面接や写
真撮影で自信が持てて、笑顔になれます。人生で
笑顔が増えるのは重要ですよ」とルー院長は微
笑む。
　インビザラインは、ワイヤー矯正とはどう異な
るのだろうか?
　「ワイヤー矯正は着脱不可のため、矯正中は食
べ物や飲み物に制限があります。また、食べかす
が金属部分に挟まることがあるので、手入れが
大変だと感じる人もいるでしょう。そして、まれに
金属が口内を傷つけるというリスクもあります」
　一方、着脱可能で素材がワイヤーよりも柔らか
いインビザラインは、生活における不便を軽減す

る特長がある。何より透明なので、他人から見え
づらいのがうれしい。ただし、こまめな着脱の管
理が難しい子供などは、うっかり付け損ねると矯
正期間が延びてしまうので、ワイヤー矯正を推奨
するそう（インビザラインは15歳以上の施術が推
奨されている）。
　ワイヤーとインビザラインで矯正期間の差異
は少ない（個人差あり、見積もりは要問診）。自分
に合った方を選ぶといいだろう。

専門医院でしっかり確認を

　ルー院長はコロンビア大学歯学部出身。日本
の厚木にある米軍基地で3年勤務した経験から、
日本語も堪能だ。一般歯科と矯正歯科で12年
以上のキャリアを持つが、現在は矯正歯科専門。
「矯正歯科として勉強と経験を積んでいますの
で、より正確で高度な治療を提供できます」とル
ー院長。マンハッタンとフラッシングに二つのオ
フィスを構え、週末も開院している。
　子供を連れてニューヨークにやってきた人は、
この機会に歯科矯正を考えてみてほしい。

New Smile Orthodontics
newsmile-ortho.com

<Flushing Office>
136-20 38th Ave., Suite 5B
Flushing, NY 11354 
TEL: 718-661-1186

<Manhattan Office>
139 Centre St., Suite 615
TEL: 212-625-0088

▲最新機器をそろえた同院は、モダ
ンで落ち着いた内装。リラックして施
術が受けられる▶院長のフランク・
ルー院長

AD

新オフィス設備で感染症対策を徹底しています。





世界の健康を支援する
ナチュラリープラス

AD

　ストレス社会で生きる私たちの身体の細胞レベルで起
こっているのが「酸化ストレス」。ヒトの疾患の90%以上
はこの酸化ストレスが原因である事がこれまでの研究で
わかっている。例えば、スマホやモニターが発するブルー
ライトは酸化ストレスを引き起こす一例だ。日常生活で
はデジタル化が進み、ブルーライトによって目の奥の組織
にダメージを与え、目の疾患の原因となっている。多種多
様な原因による酸化ストレスに対抗するには抗酸化物質
を摂取する事が非常に有効だという事もこれまでの研究
で証明済。ナチュラリープラス製品はどれも抗酸化物質
を高濃度で含んでいるのが特徴だ。

　私たちが普段摂
取している野菜・
果物の栄養価も
疑わしいといった現状だ。化学肥料や農薬、
GMO種の使用により野菜や果物の栄養価は
年々低下しており、さらに遠方から輸送されて
くるものも多く、私達のもとに届く過程で鮮度
も落ちている。こうした現状では、１日に必要
な栄養素をすべて食物から摂取する事がほぼ
不可能になっている。

カロテノイド研究の権威
フレデリックカチック博士
の研究に基づき抗酸化物
質である必須カロテノイ
ドを理想的なバランスで
配合した総合ビタミン剤。

スーパールテインに含まれ
る12成分に加え、抗酸化作
用がビタミンEの170倍、ビ
タミンCの340倍という国
際特許成分がさらに追加
されている。

現代社会が及ぼす健康被害「酸化ストレス」 野菜・果物の
栄養価の低下

ナチュラリープラスで健康維持

高品質な製品 | グローバルに展開 | 新しい形のビジネス

「スーパールテイン」「スーパールテインミルトプラス」に含まれるカロテノイドは、免疫力を高
める機能はもちろん、目の奥でブルーライトのフィルターとして働き、目の疾患を予防する事が
近年の研究でわかってきた。さらに、カロテノイドの充分な摂取で認知機能が改善したり、特
定臓器で癌を発症しにくくなるなど、その有用性が近年次 と々明らかにされている。

〜目と身体全般の健康を守る〜

2007年の発売以来、日本の水素水市場で売上一位を維持している。水素
はその強力な抗酸化作用により酸化的ストレスから細胞を守る機能が近
年発見された。以来、医学的な見地から様々な病気を予防する効果が期待
されている。実際に、イズミオは医学的な水素研究の対象としても利用され
た実績がある。 (American Journal of Food and Nutrition, 2016, Vol.4, No.6, 161-168: 

American Journal of Food and Nutrition, 2018, Vol.6, No.1, 9-13)



1999年に日本で創業したナチュラ
リープラスは現在、国内外に26事
業部、世界150カ国に製品を提供
できるまでに成長した。親会社で
あるユニバキャピタルは15業種62社を経営する大企業。ナチュ
ラリープラスは今まで展開した海外事業部を一箇所も撤退し
た事はない。これまでのスーパールテインとミルトプラスの総
売上累計は3000万本。

Naturally Plus USA, Inc. 
■	コーポレートオフィス

1140 North Town Center Drive, 
Suite 100, Las Vegas, Nevada 89144

■	グローバルウェブサイト
 www.naturally-plus.com
■	アメリカ国内ウェブサイト
 www.npusainc.com
■	製品の購入サイト
 Masakoo2.npusashop.com

きっかけは感動体験
　製品を飲みだして数日でエネルギーがみなぎる
感覚と疲れにくさを体感でき、数ヶ月のうちに10年
前に戻ったような健康状態を取り戻せました。その
体験を機に、愛用目的で会員になりました。サプリ
を選ぶ上で非常に重要なことは吸収率です。サプ
リ会社は医薬品のようにFDAに試験結果を提出す
る義務がなく、会社によって製品の品質がバラバラ
なのが現状です。ナチュラリープラスの製品はサブ
ミクロンサイズまで成分を細かくした吸収されやす
い状態のものなんです。
　ビジネスプランについて説明を受けた時、想像
以上に簡単にキャッシュバックがくるシステムで、さ
らにグループを広げれば収入も多くなると知りま
した。自分の購入分がタダになればいいなあ、くら
いの気持ちでアフィリエイトとしての活動を始めま
した。

ネットワークビジネスの悪いイメージを
根底から覆す
　一般的な小売りの流通形態と違い、ネットワーク
ビジネスは広告費、セールスマンや仲買人にかか
るコストを省き、口コミで紹介者を出した会員に報
酬を還元するシステムです。ナチュラリープラスは
日本発のネットワークビジネスで独自のシステム
を取っており、アメリカ発のものとは大きく違います。
むしろ、在庫なし、ノルマなし、締切なし、そしてボー
ナスの種類の多さと取り易さなど、ネガティブ要素
がひとつとして無いこのシステムを知って、アフィリ
エイトとして活動することで得することはあっても
損することは絶対ないな、と確信しました。

健康、収入、自由な時間、仲間、そして
喜びを与えてくれる会社
　ネットワークビジネスの権利収入は自分のビジ
ネスがある程度確立した後であれば、たとえ仕事
量を減らしたり、リタイア後でも、ある程度のまとまっ
た収入が継続して入るという利点があります。さら
にナチュラリープラスの特徴は、個人の能力よりも、
グループの方と協力してビジネスを広げていく事で
す。初めて挑戦される方は不安も大きいと思いま
すが、メンターや仲間との出会いを通し、知識を増
やしていくことができます。何といっても楽しい。こ
んなに楽しく仕事ができていいのかと思うくらい楽
しい毎日です。
　ここでの私の役割は、基礎研究に従事した経験
と薬学ならびに栄養学の知識を使って革新的で高
品質なナチュラリープラス製品の素晴らしさを多く
の人にお伝えする事だと思っています。
　他に類を見ない高品質の製品を持ち、世界中の
人を健康にしたいという理念を掲げた会社でグロー
バル展開の可能性を持つお仕事を私と一緒にやっ
てくれる方を探しています。 
　健康になりたいという想いは人類共通。多国籍
人種が集まるニューヨークに住んでいる事を十分
に活用できるチャンスです。ナチュラリープラスがア
メリカにやって来たのは約5年前ですが、これまで
日系人コミュニティーを中心に広がってきたので、
アメリカ人にはまだほとんど知られていません。だ
からこそ、今がチャンスなのです。
　どこにお住まいでもこのビジネスなら連携は可
能です。貴方からのお電話またはメールをお待ちし
ています。

佐賀県出身。九州大学薬学部卒。九州大学
大学院薬学研究科博士課程修了。

シカゴ市内の病院薬剤部にてインターンとして勤務。2007年にはニュージャージ
州の薬剤師免許を取得し、薬局で薬剤師として勤務。2008年より点滴栄養剤製
造会社にて薬剤師として勤務。2014年ニューヨーク州の薬剤師免許取得。そして
2019年にナチュラリープラスに出会い、アフィリエイターとして活動を開始。

アフィリエイター   大野 雅子

ナチュラリープラスUSA

Masakoo2.npusashop.com     masako.ono@aol.com     845-664-3321
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一般（ID）
ソーシャル・セキュリティー・ナンバー

ソーシャル・セキュリティー・ナンバー
　ソーシャル・セキュリティー・ナンバー（社会
保障番号／SSN）は、給与の受け取り、確定申
告（タックスリターン）、銀行口座開設、運転免
許証の取得、住宅、携帯電話、電気・ガスなど、
各種の契約などの際に提示を求められる。
　アメリカには戸籍制度がないため、個々の住
民を認識するためのIDとしても、重要な役割を
持つ。九つの数字からなる社会保障番号で、日
本のマイナンバーに近い。一度発行された番号
は、一生涯、一個人が所有するものとなる。
　カードを紛失した場合は、再発行が可能。ま
た結婚などで姓が変更になったり、転居による
住所変更、ビザステータスが変更になった場
合などは、必ず届け出ること。
 
申請
　申請するためには、ソーシャル・セキュリティ
ー・オフィスに赴き必要書類を提出すること。申
請書は、ウェブサイトからダウンロードできる。
　市民でない場合は、有効な日本のパスポー
ト、永住者はグリーンカード（Form I-551）、
あるいは労働許可証（I-766）、米国出入国記録

（I-94）、F-1、M-1ビザ保持者はビザのスタン
プとI-20、J-1、J-2ビザの保持者はDS-2019
を、別途提出する。
 
社会保障プログラム
　身分証明の役割も果たすSSNだが、本来は
名前の通り、各種社会保障プログラムを受ける
ための番号である。
　就労する場合は、給与、収入からソーシャル
セキュリティー税を支払うことが義務付けられ
ている。10年以上（40クレジット）払った年数
によって、将来、老後年金、障害者年金、低所
得者保障、メディケア（老後医療保険）などを
受給できる。

〈詳細・問い合わせ〉
Social Security Administration
TEL: 800-772-1213
socialsecurity.gov

〈申請書（SS-5）のダウンロード〉
ssa.gov/online/ss-5.pdf 

運転免許
監修: 大塚豊さん／Fuji Driving School
TEL: 212-661-0434／fujidrivingschool.com

取得までの流れ
　 運 転 免 許 証 は 、居 住 する 州 の D M V

（Department of Motor Vehicles／
ニュージャージー州では、Motor Vehicle 
Commission）で取得する。基本的には、筆記
と路上試験を受けるが、制度は州で異なる。
　ニューヨーク州では、国外の運転免許証の
保持者への、試験の一部免除措置はない。申
請にはDMVが求める各項目に対して、証明書
類を提出する。項目は、生年月日の証明（パス
ポートなど）。
　日本のパスポートの場合は、SSN、州住民で
ある証明（電気代請求書、給与明細など2点）、
身分証明（銀行カードなど）が必要となる。有
効な書類については、ウェブサイトで事前に確
認すること。
　その他、今年1月に施行された「Green 
Light Law」という法律により、免許取得時に
ビザステータスが問われないことになった。
SSNがなくても、それに代わる書類を提出す
れば、免許の取得が可能。必要なのは、「氏名」

「生年月日」「NY州に居住している証明」で、
IDNYCも氏名証明（1点）および居住証明とし
て使用できるようになった。
　また、DMVでは身分証明のみを目的とした、

「Non-driver Photo ID Card」も、発行して
いる。
　ただし、これまでの「Standard」は2021年
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10月1日以降、国内線の飛行機に搭乗する際
などに身分証明書として利用できなくなるた
め、DMVは連邦政府が定める「Real ID」の申
請を推奨している。

試験
　筆記試験は現在、事前予約が必要となる。
選択式の質問20問中、14問以上の正解で
合格。日本語での受験も可能だ。予想問題は
DMVや自動車学校のウェブサイトに掲載され
ているので、事前に勉強しておくこと。
　筆記試験に合格し、視力検査にパスすると、
仮免許（ラーナーパーミット）が2〜3週間後に
郵送されてくる。免許証を持つ21歳以上の同
乗者がいれば、州内の公道での運転練習が可
能。ニューヨーク州では、5時間の講習の受講
が義務付けられており、講習は自動車学校など
で開講されている。
　路上試験は、DMVが提示する日時・場所か
ら選ぶ。希望の日程、場所が提示されていなけ
れば、提示されるまでウェブサイトをチェックす
るか、電話で確認する必要がある（必ずしも希
望日、場所で予約が取れるとは限らない）。
　試験に使用する車は、家族、知人や自動車
学校などの車を自分で手配する。この際、ラー
ナーパーミットや5時間講習修了証の他、使用
する車の登録証や車検証も持参すること。
　路上試験では、試験官の指示を正確に理解
し、きちんとそれに従うことが大事。試験に合
格すると暫定免許が渡され、約2週間後に正
規の運転免許証が送られてくる。

・NY DMV: dmv.ny.gov
・NJ MVC: state.nj.us/mvc

ニューヨーク市民ID 

IDNYCとは
　ニューヨーク市が発行するカード型のID、

「IDNYC」は、写真付きの身分証明証で、市内
５エリアで130万人以上が所有しており、今年
で5年目を迎えた。
　気軽に持ち運びできるので、パスポートを持

ち歩くのは不安という人、就労許可がない人、
あるいは妻帯者ビザなどで入国している人に
は、IDの提出を求められる際に重宝する。また、
学校、病院や保険への申し込みの際の身分証
明証としても使うことができる（申請後、承認さ
れた日から5年間有効）。
　カード保有者には、市内の主要な美術館、
動物園、コンサートホール、植物園の40カ所で
1年間の無料メンバーシップに登録できたり、
映画のチケット、スポーツイベント、処方薬、フ
ィットネスセンターとヘルスセンター、スーパー
マーケット、市のアトラクションなどが割引とな
る。ただし、アルコールの購入、ナイトクラブな
どの入場の際のIDとしては使えず、運転免許証
やパスポートの代わりにはならないので、気を
付けよう。
　カードの申請には、身分証明を最低3点、住
居証明を最低1点提出しなければならない。
　2019年12月からは、申請者の年齢を14歳
から10歳に引き下げた。申請者が10〜21歳
で保護者をともなわない場合は、提出書類の
少なくとも一つは写真付きであること、そして
提出書類の少なくとも一つに生年月日が記載
されていることが条件となる。
　カードの申請はウェブサイトで予約を取り、
最寄りの登録センターへ書類を持って行かな
ければならない。
　カードは、申請後10〜14営業日に郵送で
受け取るか、15営業日以降に登録センター窓
口で受け取るか、選択できる。詳細は、ウェブ
サイト（www1.nyc.gov/site/idnyc/index.
page）で確認。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
各IDの申請手続きなどに通常よりも時間がか
かる場合がある。詳細は、それぞれのウェブサ
イトで確認すること。
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法律
ビザ（査証）
監修: 安田・デビン・龍弁護士／D5 Law Office PLLC
d5law.com

ビザの種類と対象者
　「ビザ(査証)」と「ビザスタンプ」は同じものを
指す。ビザは、米国に入国するために必要な渡
航許可のこと。
　通常、米国に入国する際に発行される「I-
94」、または入国後に移民局を通じて新しく取
得した「I-94」が、ステータスの期限となる。
　ここでは、各種ビザの種類と、一般的に対象
となる人の渡航目的などを紹介する。

A-1=大使、公使や外交官、およびその家族

A-2=A-1以外の外国政府職員、公務員とその
家族

A-3=A-1、A-2の付添人や従者とその家族

B-1=短期商用

B-2=短期観光用

C=アメリカ合衆国経由で他の国に旅行する場
合に必要。日本人旅行者の場合、90日未満の
滞在ならば、通常はビザ取得の必要なし

D=アメリカ合衆国に入港、着陸する船舶や飛
行機の乗務員

E-1=貿易駐在員

E-2=投資駐在員

F-1**=学生ビザ

G=「国際機関」ビザ。アメリカ合衆国の承認政

府の代表として、公務でアメリカに入国する人
が対象となる。国連を含む、アメリカ合衆国承
認国際機関での任務に当たる人には、G-4が
発給される

H-1B*=高度な知識、学位を必要とする専門職
に就く人

H-2A=一時的、あるいは季節的に農業に従事
する人

H-2B*=一時的、あるいは季節的に農業以外
の仕事をするために入国する人

H-3=自国では受けることのできないトレーニ
ングを受けることを目的とした研修生

H-4*=各種Hビザを持つ人の家族（配偶者、
21歳未満の未婚の子供）に発給

I=アメリカ合衆国内で報道活動に従事する、外
国人ジャーナリストや報道関係者

J-1*=交換留学生、職業訓練生が対象。教育
機関やその他の非営利機関公認のプログラム
で来米する場合に必要。このプログラムの対象
は、学生、レジデントまたはインターンとして来
米する医学生、客員教授として大学から招へい
される学者、一部の企業研修生など

J-2*=J-1保持者の家族

K-1=婚約者ビザ。アメリカ合衆国市民と婚約
した人がアメリカ合衆国に入国する際、また結
婚した後に、引き続き国内に滞在を希望する
場合に発給される

K-2=K-1の21歳未満の未婚の子供に発給さ
れる
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K-3=既婚者ビザ。アメリカ合衆国市民とすで
に結婚している外国人が対象。永住権取得申
請のプロセスを待つ間にアメリカ国内に滞在
するために発給される

L*=企業内転勤ビザ。国際企業に所属し、転勤
のために来米して管理職に就く人や、専門知識
を有する人が対象となる

M**=職業訓練校や専門学校の課程を履修す
ることを唯一の目的として、一時的にアメリカ
合衆国内に入国する学生が対象となる

N=一定の条件の下で特別移民として永住権
を取得した場合、その子供と両親を対象に発
給される

O-1=科学、芸術、教育、事業、スポーツなどに
おける、卓越した能力の持ち主や、映画・テレビ
制作において卓越した業績を挙げた人に発給
される

O-2=O-1保持者の補助的業務を行い、アメリ
カ国内には存在しない技能と経験を有するサ
ポートスタッフが対象となる

O-3=O-1、O-2保持者の家族が対象となる

P-1=特定の運動選手、芸能人、芸術家、およ
び必須補助要員が対象。個人だけではなく、団
体の功績によって、団体自体も対象となる

P-2=アメリカあるいは、他の複数の外国との
間の相互交流問プログラムに基づいて、アメリ
カの一つ、または複数の団体との短期交流や
芸能活動のために来米する芸術家、芸能人が
対象となる

P-3=独自の文化的な内容のプログラムで公
演・訓練・指導を行う個人、または団体の芸術
家や芸能人が対象となる

Q-1=申請者が、国籍を有する国の歴史、文

化、伝統の普及を目的とした国際文化交流プ
ログラムに参加する場合、発給される

R=宗教活動を行う目的を持つ短期滞在者が
対象となる

S=犯罪やテロの実行犯の逮捕などにつなが
る、政府の捜査のために、アメリカ合衆国内に
滞在する必要がある人に発給される

T-1=人身売買の犠牲者として、すでにアメリカ
合衆国にいる人が対象となる

T-2〜5=T-1保持者の家族、親戚に発給され
る。年齢、親等により種類が異なる

U=犯罪の犠牲者に発給される

V=アメリカ合衆国に移民したために、長期間
離れ離れになった家族が再会できるように作
られたビザだが、過去数年発給されていない

（参考=travel.state.gov/content/travel/
en/us-visas.html）

＊の印が付いたビザについて7月29日現在、6
月24日に発令された大統領布告に基づき、12
月31日までは入国停止、制限の対象となり得
るため注意が必要。詳細は、大統領布告原文
（whitehouse.gov/presidential-actions/
proclamation-suspending-entry-aliens-
present-risk-u-s-labor-market-following-
coronavirus-outbreak）または更新情報を
確認し、専門家に相談すること。

＊＊の印が付いたビザについて7月29日現在、
米移民関税執行局（ICE）は、3月9日以降に新
たに留学予定の学生に対して、留学先の学校
の秋学期の授業の全てがオンラインで行われ
る場合、入国を認めないと発表している。現在
留学中またはこの先留学を予定している人は、
学校側とよく相談すること。詳細はウェブサイト
（ice.gov/coronavirus）で確認。
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マネー
銀行口座の開設
監修: 牛島有貴子さん／Citigold private Client  
Relationship Manager／citi.com

チェッキングアカウント
　アメリカではショッピングをはじめ、さまざま
な場面でクレジットカードやデビットカードを
利用するが、家賃やセキュリティーデポジット
など住居に関連した支払いは、パーソナルチェ
ック(個人用小切手)での支払いを求められる
ことが多い。
　チェックの使用を可能にするには、銀行でチ
ェッキングアカウントを開設することが必要と
なる。通常、州発行の身分証明書（運転免許証
やIDカード）と、ソーシャル・セキュリティー・ナ
ンバーの提示が必要となる。
　チェッキングアカウントで決められた最低入
金額、月々の手数料、1カ月に発行できるチェッ
クの枚数などは、銀行ごとに異なる。日本でい
う普通預金口座に当たるセービングアカウント
と連結しているものや、学生やシニア向けに手
数料の安いプラン、給与や年金を直接指定の
口座に振り込むダイレクトデポジットを利用す
ると、手数料が無料になるなどの特典を用意し
ている場合もある。
　また、通常チェッキングアカウントに利子は
付かないが、一定額以上の残高を維持するこ
とで利子の付くプランもある。
　利用の際は残高を超えてチェックを切らな
いこと。チェックが不渡りになると、「オーバード
ラフトフィー」と呼ばれる手数料を払うことにな
る。また、何度も不渡りチェックを発行すると、
クレジットヒストリーに「バッドレコード」が記
録され、ローン申請やクレジットカード取得の
際に支障が出ることもある。
　不注意による不渡り防止システムとして、「オ
ーバードラフトプロテクション」や、セービング
から自動的に不足分を移動させるサービスも
ある。

セービングアカウント
　貯蓄を目的として開設する口座は、大きく分
けて2種類。いつでも自由に預金の出し入れが
できるセービングアカウントと、日本の定期預
金と同様、一定期間の出し入れが制限される
タイムデポジットがある。
　後者の最大の特徴は、セービングアカウント
が変動金利であるのに対し、固定金利で金利
そのもののセービングアカウントに比べ、高め
に設定されていること。また、マネーマーケット
アカウント（MMA）という、通常のセービング
同様、自由に出し入れできるが、金利がセービ
ングより高くなるものもある。
　ただし、最低入金額が高く設定されている場
合もあり、口座開設にあたりまとまった資金が
必要となるのが一般的。

小切手
監修: 牛島有貴子さん／Citigold private Client  
Relationship Manager／citi.com

小切手
　チェッキングアカウントを開設した後、パー
ソナルチェックがつづられたブックを注文、購
入すると、自分の名前と住所が印刷された小
切手帳が数日で送られてくる。小切手にはパー
ソナルチェックの他に、支払い保証（オフィシャ
ルチェック）が付いたものがある。
　小切手の左下にある番号は、ルーティング
ナンバー（Routing number）、チェックナン
バー（Check number）、アカウントナンバー

（Account number）の三つ。表示は銀行に
よって、チェックナンバーとアカウントナンバー
の順番が逆の場合もある。ルーティングナンバ
ーはアメリカの銀行コードで、自動引き落とし
などをする際に必要となる。
　書き方はまず、日付（月／日／年の順）を書
き込む。基本的には書き込んだ当日の日付を
記入すること。
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　次に、「Pay to the order of」の欄に、支
払う人、会社などを明記する。また、その下
のラインに支払い金額を英語で書き込む。
例えば435ドル支払いたいときには、「Four 
hundred thirty five and 00/100」と書く。

「00/100」は、セントを表しており、たとえ金
額がぴったりだとしても、セントまで記入する
必要がある。
　「Pay to the order of」の右横にある枠に
は、先ほど書いた金額を数字で書き込む。書き
直しや訂正をした小切手は使えないので、必ず
新しく書き直すこと。
　最後に、パーソナルチェックの一番右下にあ
る線上に、銀行を開設したときと同じサインを
する。オプションで、左下にある「memo」にチ
ェックを渡す人へのコメントを書き込むことも
できる。

ATMの利用法
監修: 牛島有貴子さん／Citigold private Client  
Relationship Manager／citi.com

ATM
　銀行口座を開設すると、ATMカードが送ら
れてくる。ATMを利用すれば、現金、小切手の
入金や引き出し、口座間のお金の移動、残高照
会ができる。
　操作方法は、まずATMマシーンの所定の
位置にカードを挿入。画面の指示に従い、

暗証番号（通常4桁）を入力。現金引き出し
（Withdraw）や入金（Deposit）、残高照会
（Inquiry）など、取引の種類を選択する。
　現金の引き出しをする際は、目的の口座（チ
ェッキング、セービング）などを選び、最後に利
用明細が必要であれば、印刷または画面確認
のいずれかを選ぶ。
　近年は、各銀行がスマートフォンアプリを提
供していて、利用履歴の閲覧、残高照会はもち
ろん、口座間のお金の移動、小切手の入金など
もアプリ上で可能となっている。 

クレジットカード

クレジットヒストリーとスコア
　アメリカの日常生活では、住居の賃貸や携
帯電話の利用をはじめ、さまざまな契約の際
に、クレジットヒストリー、クレジットスコアを求
められることが多い。
　クレジットヒストリーとは、クレジットカード
を使用しての購入、返済の過去の履歴を示す
信用情報のこと。これを統計学的に数値化した
ものがクレジットスコアで、アメリカでは個人の
経済状況を示す一つの指標とされている。
　スコアの数値は算出する会社により若干の
違いがあるが、一般的に300〜850の間で設
定される。基本的に、スコアは高いほどよいとさ
れる。
　ただし買うものや契約するものによって、必
要とされるスコアがあるので、それぞれのスコ
アを満たしていることが重要とされる。
 
取得
　クレジットカードを取得するには、アメリカ国
内に居住し、当地のクレジットヒストリーがあ
り、スコアも一定以上であることが条件とされ、
ソーシャル・セキュリティーナンバーも必要と
なる。また勤務先、収支のバランス、家賃などの
情報も尋ねられる。
　日本でクレジットカードを取得し利用してい
ても、当地でのクレジットヒストリーには反映さ
れない。クレジットヒストリーがない人は、セキ
ュアードカードを作ることもお勧めだ。
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　これは、銀行が担保（デポジット）を取って発
行するカードで、例えば500ドルを担保として
銀行に預け、その額内で使うというもの。返済
できない場合、担保が支払いに充てられる。一
定期間返済をしていると、一般のクレジットカ
ードに切り替えてもらえる。また銀行によって
は、仕事をして収入があれば担保なしでクレジ
ットカードを作ることもできる。
　さらに、来米間もない人を対象に、プレミオ
カード（premio.com）のように、日本の信用履
歴情報を基にクレジットカードを発行する日系
カード会社もある。

返済
　アメリカの場合、最良の方法は一括払いと
されるが、一括で返済できない場合は契約時
に決められた方法で算出される最低金額を、
期日までに返済すればよいシステムとなってい
る。借りている残金に対しては、決められたAPR

（年利率＝Annual Percentage of Rate）
に乗っ取り利子が付く。
　最近は、直接的なカード盗難の被害よりも
カード情報が流出し、不正利用の被害に遭う
方が多い。心当たりのない利用があった場合
は、異議申し立てを行えば代金の支払い義務
は発生しない。

タックスリターン（確定申告）

確定申告の流れ
　一定以上の収入がある個人は国（連邦）と州

（さらにニューヨーク市の住民は市に対して
も）に、所得税を納める義務がある。
　基本的に居住者は全世界での所得を申告
する義務があり、非居住者はアメリカ国内のみ
の所得を申請する。市民権、永住権保持者は
アメリカに滞在していなくても、居住者、それ以
外でも年間で183日以上住んでいる場合、居
住者となる（計算には前年、前々年の滞在日数
なども関係する）。
　非居住者の場合は、アメリカ国内での不動
産売却益や株の配当、事業により得た利益な
どはアメリカで申告する義務がある。

　確定申告は、「Tax Return（タックスリター
ン）」と呼ばれ、個人または夫婦などの家族構
成により、いずれかの「ファイリングステータ
ス」を選ぶ。
　ファイリングステータスは、Single（独身）、
Married Filing Jointly（夫婦合算申告）、
Married Filing Separately（夫婦個別申
告）、Head of Household（世帯主、シング
ルぺアレント）、Qualifying Widow（er）with 
Dependent Child（寡婦、寡夫）。
　複数のステータスに当てはまる場合は、税金
が最も低くなるステータスを選んで申告を行う
ことができる。
　給与所得者は、雇用主から「W2」という書
類が送られる。これは、1年を通じた給与、給与
から徴収された、連邦税、州税、ソーシャルセキ
ュリティー税などの支払額の詳細が記載され
た源泉徴収票のこと。ここに記載される数字を
基に、控除額を計算する。
　一定額が控除されることは「定額控除

（Standard Deduction）」、また税法上認
められている項目の控除額が定額控除の
額より多い場合は、「項目別控除（Itemized 
deduction）」を選択することができる。
　確定申告用紙（居住者は「Form 1040」、非
居住者は「Form 1040 NR」）に必要事項を
記入して、アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS＝
Internal Revenue Service）に書類を、郵送
かEファイル（電子納付システム）で提出する。
　連邦税の申請の他に居住する州（ニュー
ヨーク州に居住および勤務している場合は、

「Form IT- 201」）に申告を行う。
　 自 営 業 、契 約 社 員 、外 部 ス タ ッフ

（Independent contractor）として働いた場
合は、「1099-Misc」が明細として報酬を得た
先から送られてくる。税金の源泉徴収がされて
いないため、本人が税金を計算した上で、四半
期ごとに予定納税（Estimated Tax）を行う必
要がある。
　また被雇用者の場合は、雇用主がFICA

（Social Security TaxとMedicare Tax）の
半分を支払っているが、「1099-Misc」の場合
は自分で全額を負担する。
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Yao Law Group PLLC 
1270 Broadway, Ste. 407, New York, NY 10001
TEL: 646-490-8808 / yaolawgroup.com

高鳥公認会計士事務所
東京都港区赤坂8‐5‐40 ペガサス青山618号室
TEL: 81-3-6369-8180 / takatoritax.com

D5 Law Office PLLC
25 Broadway, 9th Fl., New York, NY 10004
TEL: 248-497-8887 / d5law.com

QBJ Accountants PC
2185 Lemoine Ave., Suite 1MM, Fort Lee, NJ 07024  
TEL: 212-470-6645 / qbjaccountants.com 

エレクトラ・B・ヤオ
移民法

高鳥拓也
会計・税務

安田・デビン・龍
会社法／商法／移民法

ペリかよ
会計・税務

個人または家族での米国
移住および退去弁護にて
高い実績を誇る。代表の
ヤオ弁護士は、アーティス
ト、映像作家、パフォーマーなどアート関連の顧
客のO-1ビザおよび永住権申請を得意とする。ル
イス&クラーク・ロースクール修了。ヨーロッパ、ア
ジア、アフリカなどに在住経験あり。

海外資産に関する税金の
コンサルティングに豊富
な実績を持つ高鳥拓也代
表は、京都大学経済学部
経営学科卒業。日本所在の収益不動産の確定申
告や、日本帰国後の日米確定申告、日本法人の設
立サポートや運営に関する会計税務サービスを
提供。Skypeやメールで相談可能。

D5 Law Officeはニュー
ヨーク進出を目指す日系
企業や個人に対して、ニュ
ーヨークでの夢の実現と
ビジネスの成功への支援を目的に、安田・デビン・
龍弁護士とパートナーの小林剛弁護士が設立。
慶応義塾大学法学部、ミシガン州立大学法科大
学院卒業後、日系企業関連の案件を担当。

QuickBooksプロアドバ
イザーで、英語の会計手
続きや、企業や個人の確
定申告書の作成など、多
岐にわたるサービスを提供。Deloitte Touche 
Tohmatsuニューヨーク事務所で監査サービス
のマネジャー歴任。これまでに30社以上の財務
諸表の大型連結会計サービスを提供。

●弁護士 ＝ lawyer / attorney
●会計士 ＝ accountant
●事務所 ＝ firm
●確定申告 ＝ tax return
●監査 ＝ audit
●資産 ＝ assets
●送金 ＝ remittance
●簿記 ＝ bookkeeping
●給与支払い ＝ payroll

困ったときには…

日本語で相談できる
弁護士・会計士
詳細は各自でお問い合わせを。

覚えておきたい関連英単語
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　新型コロナウイルス（COVID-19）感染
拡大によって、中小企業には甚大な経済
損失がもたらされた。これに対する救助
策が、「Paycheck Protection Program

（PPP）」だ。受付開始直後、応募が殺到
して、すぐさま上限額に到達してしまったこ
とは当地の事業主の記憶にも新しいことだ
ろう。
　PPPとは、6月末までに申し込んだ従業員
500人以下の会社が、従業員の平均給与
額の2.5カ月分（最大1000万ドルまで）を借り
入れられる制度だ。
　使用期限は着金日より24週間以内。受
給額の60%を従業員の給与に、残り40%を
事業で契約した賃料、光熱費、モーゲージ
などに充てた場合、返済が基本的に免除さ

れることとなっている。また、従業員数や
給与額に減少が認められる場合は、返済
免除額が減額されるというポイントも頭に
入れておきたい。
　連邦政府の経済救済策「CARES Act」
には、このPPPの他に、ペイロールタックス

（給与税）の支払い延長や、「Employee 
Retention Credit」などがある。いずれも
情報が日々アップデートされており、事業主
の対応には限界がある。申請後の政府へ
の応対や、今後のタックスリターン対策も忘
れずに行いたい。
　すでにPPP借り入れ済みで、今後の対
応を確認したい事業主や、また現在利用
できる救済措置について知りたい事業主
も、専門の会計事務所に相談しよう。

尾崎真由美 代表、会計士

ワシントン州CPA。東洋大学
法学修士、経営学修士。アメ
リカ全域および日本に、日本
語にて、会計・経理代行サー
ビスや税務コンサルティング
などを提供。

尾 崎 会 計 事 務 所   Todd Account ing

TEL: 877-827-1040 （トールフリー）
info@1040me.com

米国での確定申告

法人経理代行

国際税務

タックスプランニング

IRSからの手紙サポート など

1040me.com

フロリダ州のオフィスから完全リモー
ト対応。12時間以内に返答します。

コロナ禍の不安は
    会計事務所に相談しよう

PR
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　1830年創業の「ウィンデルズ・マークス・レー
ン・ミッテンドルフLLP」は、古くは発明王トーマ
ス・エジソンやIBMなどを顧客に持つ、由緒正
しい法律事務所だ。中でも、ゲーリー・森脇俊
一弁護士と滝川玲子弁護士は、遺言（Will）、
信託（trust）、遺産（estate）についての日本
語相談で、東海岸随一のキャリアを自負する。
永久帰国や人生の最期といった「節目」を目
前とした日本人の、スムーズな法的手続きのサ
ポートを担当している。

意外と知らない「FBAR」とは

　そんな2人が在住日本人に気を付けてほし
いという税金制度に、FBAR（Foreign Bank 

Account Reporting）というものがある。「米
国市民または米国永住権保持者で、米国外
に1万ドル以上の金融口座を保有している人
に、最高額の開示を義務付けるのがFBAR
です」と森脇弁護士。滝川弁護士も、「米国
外資産を保有する依頼者の事情に詳しくな
い税理士の場合、処理を怠ることもあるようで
す」と懸念を示す。
　FBARで注意したいのは、「その1年内のど
こかで、国外金融口座の残高が1万ドルを超
えた場合」に「申告」が必要であるという点。
年末にはゼロであったとしても、年内に1回で
もその金額に達したのなら手続きを踏まなくて
はならない。また「申告」するだけで、支払いは
発生しないという点も誤解しないように。通常

コロンビア大学を経て、
ブルックリン・ロースクー
ル法学修士。相続や信
託など遺産運用の分野
で40年以上のキャリア
を持つ。ニューヨーク日
系人会の運営にも携わ
り、同会員の日本人在
住者からの法律相談に
も応じてきた。平成30
年に旭日小綬章を受
賞。

忘れていませんか?
老後・帰国後に必須の準備
米国で長く快適に暮らすために押さえておきたい法律ルールを、法律事務所
「ウィンデルズ・マークス」の弁護士2人が解説。「まだまだ先」と思わずに、
今からしっかり勉強しておこう。

ゲーリー・森脇俊一 弁護士
上智大学外国語学部・
法学部国際関係法学
科を経て、ニューヨーク
大学ロースクール法学
修士。日本の法律事務
所および企業での勤務
経験も豊富。相続法の
他に、移民・国籍法にも
ネットワークがある。また
法律・金融関連の日英
翻訳も行っている。

滝川玲子 弁護士

PR
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の締め切りは4月15日だが、最大10月までの延
長措置が用意されている。
　なおFBARとは別に、確定申告（タックスリ
ターン）の一部として、8938という書式を使っ
て行う「外国金融資産報告」というものもある。
「FBARと似ているようですが、要件、対象資
産、報告省庁が要るので、税理士とよく相談し
て行ってほしいです」（森脇弁護士）

老後・帰国後の備えは大丈夫?

　もう一つ、在住日本人と切っても切り離せな
いトピックが、永久帰国後の米国内資産の相
続だ。「米国にある程度長く住んでいて、資産
を保有している人は、永久帰国後もその処遇
に注意する必要があります」と滝川弁護士。
　「20年前に比較的安価で購入したアパート
を放置した人が、日本に永久帰国して亡くな
り、相続の書類もなし。価値が10倍に跳ね上
がった物件と、途方に暮れる日本在住の遺族
が残される、というケースも珍しくありません」
　被相続者が亡くなった後、遺産分割協議

書で相続が進む日本に対し、米国では個人の
残す遺言（Will）が重要となる。森脇弁護士
によると、故人が相続の関連書類を一切準備
していなかった場合、資産は裁判所を通した
遺産管理状手続き（遺言がある場合はプロベ
ート）に入る。米国では遺言を用意する代わり
に、資産の全てを信託に入れて管理するとい
う手段も一般的に取られている。
　また資産の有無にかかわらず、自身で意思
決定が困難になった際の医療・財政代理人
を公式に任命しておくことも忘れずに。米国
では、本人からの委任がない限り、たとえ親で
あっても第三者に医療情報は公開されない。
「通常は米国に住む近しい人で、かつ英語
が話せる人が望ましいですが、そういった人
が誰もいない場合もある」と森脇弁護士は指
摘する。「信頼が置けるのであれば友人、隣
人でも問題ありません」
　これらの法的手続きは、若いうちでも不慮の
事故などで身に降り掛かる恐れがある。家族
や友人たちに迷惑を掛けないためにも、今か
ら弁護士に相談を。

遺産相続法弁護士
遺言書・信託契約書作成 米国遺産税

国境を超える相続のご相談 検認裁判所の手引

日英バイリンガル対応

Reiko Takikawa
Tel: 212-237-1073
rtakikawa@windelsmarx.com

Gary S. Moriwaki
Tel: 212-237-1068
gmoriwaki@windelsmarx.com

経験豊富な私達がお手伝いいたします。日本語でご相談ください。

156 West 56th Street, New York, NY 10019



Elektra B. Yao
エレクトラ・ヤオ弁護士はYao Law Group
の経営者であり、主に移民法を専門とする
他、全てのアーティスト（パフォーマー／シェ
フ／デザイナ－／ディレクター／プロデュ
ーサー／ミュージシャン／パフォーマー／
ライター／など）を対象とした相談者の代
理人を務める弁護士である。これらのアー
ティストの並々ならぬ特化された能力をも
とに、O-1ビザ（アーティストテンポラリービ
ザ）とグリーンカードの取得を手伝う。
これまでも、多数の日本人のヘアスタイリス
トやメイクアップアーティスト、ビジュアルア
ーティストなどの代理役を努めた。

芸術が生んだスーパーロイヤー
―アーティストビザのエキスパート―

AD

Yao Law Group PLLC 経営者　Elektra B. Yao弁護士 

アーティストとしての道から 
「スーパーロイヤー」へ

　「私はいつもアートに熱心でした」とヤオ
弁護士は強く語る。彼女は１０年間ニュー
ヨーク市でパフォーマーとしてミュージカル
劇場で活躍した。その後も、アメリカの大手
テレビ会社MTVやThe Style Networkの
制作部として働き、ディレクターとしてドキュ
メンタリー制作にも携わった。これらの舞台
裏で働いた後に、弁護士としてアーティスト
をサポートするため、全国的にトップクラス
であるLewis and Clark Law Schoolで
弁護士の道を目指した。
　彼女の決意は固く、2019年には、アメリ
カの各州で５％しか選ばれない「スーパー
ロイヤー」に抜粋され、その中でも2.5％
しか選ばれない「Rising Star Award」を
ニューヨーク州で勝ち取った。また、Yelpや
Google、Facebookでも移民弁護士として
星５つを記録するなど、高い評価を得続けて
いる。また、大学やアート施設、市の弁護士
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会での演説を任されるなど、ヤオ弁護士の
弁護士としての活躍はとどまらない。

経歴を生かした親身な
サポート

　ヤオ法律事務所は相談者のアーティスト
ポートフォリオ、契約書、履歴書、リーガル・
リサーチをなどを手伝う。
ヤオ弁護士はアーティストの特殊な能力や
各分野のレベルに応じたポートフォリオを
作り上げ、USCIS(米国移民局）に提出する
代理を担当する。
　大切なことは、アーティストたちの芸術的
功績を有意義に翻訳することで移民局に強
くアピールすることだそうだ。ヤオ弁護士は
「それぞれのアーティストの活動のストー
リーを親身になって代弁することで、彼らの
アーティストとしての道をアメリカで続けら
れる力になれることがやりがいだ」と語る。
　彼女はアーティストとしての経歴がある
ため、彼らのアートワークの価値や意味を
深く理解している。アーティストとしての背景
を武器に、より説得力のあるポートフォリオ
を作成することで、O-1ビザやグリーンカー
ドを取得することに繋がるそうだ。
　アーティストビザの取得過程は非常に複
雑で容易ではないが、ヤオ法律事務所はこ
うして相談者と力を合わせることで、高い確
率で承諾許可が下されるのだ。

これからのアート業界

　アート業界はますますグローバル化が進
んでいるが、ニューヨーク市は常に世界の
アートの中心地である。野心あふれるアー
ティストたちが専門的なスキルを磨くにあ
たって必要不可欠な場所だ。そして何より
も、アーティストとしての将来を切り開くチャ
ンスで溢れている。
　グローバルに活躍するアーティストたち
にとって、ヤオ弁護士のような法律とアート
を深く理解した弁護士は力強い味方とな
り、新たな道を歩む大きな支えとなるであ
ろう。
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国内教育
義務教育
監修: 高橋純子さん（教育コンサルタント）
jtkomet@gmail.com

教育制度
　アメリカの義務教育制度と就学期間は全国
的に統括されておらず、州、地域や学校によっ
て違う。ニューヨーク、ニュージャージー州で
は6〜16歳まで、コネティカット州は5〜18歳
までが義務教育。
　学年割は、小学校は1〜5年生（または
6年生）まで、中学校は6〜8年生（または7
〜8年生）まで。高等学校は9〜12年生ま
でとなる。ニューヨーク市では5歳からのK

（kindergarten=幼稚園年長）からが義務教
育となる。

公立学校への入学・編入
　ニューヨーク市内は各ディストリクトに分か
れて管理されるが、さらにゾーン（校区）に分か
れており、居住地域のゾーン内の公立学校に
入学するのが一般的。審査の結果、特に秀でて
いると認められた子供は、学区を越えて入学を
許可される特別なプログラムもある。
　学齢に達した子供の保護者は、子供の入学
手続きを行う義務がある。ニューヨーク市教
育局のウェブサイト（schools.nyc.gov）では、
住所を入力するとどのゾーンに属するかが分か
り、入学手続きに必要な情報を提供している。
　転入希望の場合も同様に、入学を希望する
学校で登録申込書などの必要書類を取得し、
児童の年齢を証明する書類（出生証明書、パ
スポートなど）、住所を証明する書類2点（光熱
費の請求書や住居の契約書など）などを提出
する。ただし、必要書類は学校により若干異な
るため、下記ウェブサイトにてあらかじめ確認
すること。

（growingupnyc.c ityofnewyork.us/
p rograms/k i nde rga r ten -and -e l e 

mentary-school）
　公立学校の運営費は所在地域の固定資産
税で賄われるが、多くの学校は連邦補助金な
どを受けている他、学校でバザーなどを行い、
資金を集めている。公立学校は、昼食代などの
諸経費以外、学費はほとんど掛からない。
　私立学校は、授業料や寄付などで運営され
る。高額の学費が掛かる場合もあり、寄付金な
ども含め、経済的負担はかなり大きい。
 
全日制の日本人学校
　 ニューヨーク市 および 近 郊 には 全日
制 の日 本 人 学 校 もあり、児 童 は日 本と
近い環 境で学ぶことができる。ニューヨ
ーク育英学園（japaneseschoo l .org）
は小学部まで、ニューヨーク日本人学校

（gwjs.org）、ニュージャージー日本人学校
（newjerseyjapaneseschool.org）は、それ
ぞれ小学1年生〜中学3年生までを対象として
いる。

幼児教育
監修: 高橋純子さん（教育コンサルタント）
jtkomet@gmail.com

デイケア / プリスクール
　共働きが多いニューヨーク市内では、生後
3カ月程度から子供をナニーか私立のデイケア

（保育園）に預けるのが一般的といわれる。た
だし、義務教育（ニューヨーク市内ではキンダ
ー=5歳から）ではないため、一般的に費用は
高額になる。保育以上の教育を行うプリスクー
ルは、2歳前後からのクラスが多い。

3-K ProgramとプリK
　3歳を対象としたプログラムは「3-K」クラス
がある。ニューヨーク市が公立のプログラムと
して、全日制で無料かつ質の高い早期幼児教
育を、全ての児童に提供することを目標に掲げ
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ている。
　現時点では、公立小学校が運営・提供する
もの、市教育局の職員が運営するプリK（4歳か
らのプログラム）が提供するもの、そして教育
局から援助を受ける私立の「NYCEECs」が提
供する無料のものがある。
　市教育局のウェブサイトから、入学が可能な
学校を探すことができる。現在限定されたディ
ストリクトで開校し、その住民の入学が優先さ
れるが、誰でも申し込み可能。
　4歳からの「プリK」は、義務教育ではないが
市内全ての児童分の受け皿が原則用意され
る。市教育局の調査によると、現在、プリK（半
日、全日）に通う児童は7万1500人程度。無料
で通えるプリK選択肢は、3-Kと同様。
　日本人にとっては、ニューヨーク市内近郊の
日系の幼稚園や補習校を選ぶというチョイス
がある。市内には一例として、たんぽぽ幼稚園

（3〜5歳／japaneseschool.org）、リセ・ケ
ネディ（3〜5歳／jp.lyceumkennedy.org）、
あおぞら学園（0〜5歳／aozoragakuen.
com）などがある。

ベビーシッター
　日米では児童保護法の規定が違い、小学生
以下の子供を、1人で公共交通機関を使って
通学させたり、子供だけで留守番させると、親
の責任放棄、児童虐待と疑われ通報される場
合もある。親の不在中や通学などには、ベビー
シッターを雇い、同行させるのが一般的。単独
行動が可能な年齢は、州法で明記されていな
い。心配が生じた場合は、ニューヨーク州の児
童保護局などに相談すること。

（参考=ニューヨーク市教育局: schools.nyc.
gov）

高等教育 

ACTとSAT
　義務教育が終了すると、次は大学進学だ。
　アメリカの大学では入学審査の際に、アドミ
ッションテストと呼ばれる、ACTかSATの成績
の提出を求められる場合が多い。アドミッショ

ンテストが出願要件となっている場合は、どち
らかのスコアを提出することになる。
　2012年以降、ACTを受験する生徒が増え
たが、2016年夏、SATが新テストに移行してか
らは少し盛り返した。そのため、ACTとSATの
両方を受験し、より良い成績を残せた方の点
数を提出しようとする学生も少なくない。
　ACTとSATは全く違うテストとなる。ACTは
36点満点、SATは1600点満点と採点法も異
なるため、単純に点数だけを比較することはで
きない。
　また、授業料の高騰も否めない。卒業後のロ
ーンの支払いのために、学生は幅広い教養を
身に付け、就職に直結する知識やスキルを学ぶ
ことを要求するようになった。近年、アメリカの
大学の専攻の半分以上が、特定の職業につく
ための実用的な分野であり、卒業後の職業が
明確にできない、伝統的なリベラルアーツ専攻
の学生は年々減っている状況である。
　大学に入学したからといっても、安心できな
い。2回平均以下の成績を取ってしまうと、ほと
んどは退学となってしまう。そのため、大学に出
願するときだけ頑張って、無理にレベルが高い
ところに行くと、元々の地力が足りないため退
学になる可能性も高まる。身の丈にあった大学
を選び、そこで努力をするというのが一般的で
ある。

※現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、オンライン授業を行っている学校が多
い。9月の新学期からは、オンラインと通学を組
み合わせるなど、学校によって方針が異なる可
能性が高い。詳細は、各地区や学校のウェブサ
イトなどで確認すること。
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オープンに情報公開
 
　アメリカの学校は、学力テストのスコア、
生徒の出席率、人種構成、支援教育を必要
とする障害者の割合など、全ての情報を包
み隠さずウェブサイトに公開していて、アメ
リカ全土の学校を評価する「greatschools.
org」や、ニューヨーク州の学校区別の情報
を提供する「data.nysed.gov」で調べること
ができます。
　ニューヨーク州の郊外やニュージャージ
ー州に住む場合は、居住地域が学区にな
りますが、学校数が少ないので家賃がファ
クターになります。その情報は不動産会社
や口コミで集めたり、上記のウェブサイトで
入手できます。
　どこの学校もオープンに情報を開示して
いるので、引越し前に日本でリサーチして
おくといいでしょう。私もスカイプやLINE
で、コンサルテーションや学校探しのお手
伝いをしています。

公立学校は多種多様
 
　日本で育った人が公立学校を選ぶ時に
一番驚くのが、学校によって全く特徴が違う
ということです。国語や算数などのコアサ
ブジェクト（主要教科）の指導要領は各学
校共通ですが、芸術や音楽に力を入れて
いる学校、科学にフォーカスしている学校、
チェスの授業がある学校も。さらに音楽でも
リトミックやオーケストラと、内容も細かく分
かれています。
　また、進学一本の学校、昔ながらの伝統
的な教育を行う学校、逆に自由で進歩的な
教育を行う学校など、方針によってさまざま
な特徴があります。
　ニューヨーク市も一般的に、居住地域
のゾーン（通学区）にある学校に入学しま
すが、それ以外に、特徴のある教育をした
い親たちが集まって作ったチャータースク
ールやギフテッド（天才児）プログラムな
ど、さまざまなプログラムがあるので、公立
学校選びは複雑で選択肢も広がります。

日本とは大きく違うアメリカの教育事情について、舞台演
出家で教育コンサルタントの河原その子さんに、学校選
びや学校生活について聞いた。

河原その子／舞台演出家、ライター、教育コンサルタント
舞台演出家・教育者としての活動と並行し、フリーライターとして日米の媒体に執
筆。教育に特化した日系フリーペーパーなどに、ニューヨーク市学校紹介・教育事
情のコラムを連載中。その他、日系各団体で市公立学校事情の説明会や個人コ
ンサルタントを行う。中学・高校美術教師免許取得（日本）、MET美術館アシスタ
ントティーチャー、フォーダム大学・ボストン大学・NYU招待芸術家として学生を指
導。コロンビア大学MFA取得。【問い合わせ】nycpschoolsatoz@gmail.com

知っておきたい入学前後のこと
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そういう情報は、ニューヨーク市の教育局
（schools.nyc.gov）のウェブサイトで、選び
方から分かりやすく解説しています。私立
学校に興味があるなら、私立進学を目指す
親をサポートする団体「ペアレンツリーグ・
オブ・ニューヨーク（parentsleague.org）」
のウェブサイトをチェックしてください。
　日本で言う「いい学校」とは、一般的に
進学率のいい学校のことですが、ニューヨ
ーク市は「いい学校」の価値がそれぞれ違
うため、親が学校の特徴を見極めることが
大切です。

学校生活はシェアが基本
 
　公立学校は貧富の差が激しく、さまざま
なバックグラウンドの子供がいるので、何で
もみんなでシェアをするという考えです。日
本のようにランドセルや学用品も買う必要
はなく、新学期に鉛筆やノート、コピー用紙
といったサプライリストが配布されて、みん
なで持ち寄ってクラス全員でシェアして使
います。
　基本的に教科書はなく、クラスごとに先
生がプリントを渡します。学校に置いてある
教科書をみんなでシェアして使っている学
校もあります。またニューヨーク市では、高
校まで朝食とランチが無料で付いているの
で助かります。
　親は毎日、子供のバッグを開けて、フォル
ダの中の宿題や先生からのお知らせを見
て、その日の授業と宿題の内容をチェックし
ます。親も教育のパートナーという考え方な
ので、学校は学期の始めに保護者を集め
て、「カリキュラムナイト」というワークショッ
プを開催して授業内容を伝えるなど、常に

親と連絡を密に取るようにしています。

子供の心の問題
 
　現地校に入れたらたくさん友だちができ
て、すぐ英語がしゃべれるようになると親は
思い込みがちですが、大きな間違いです。
なかなか英語が話せなくて友達もできず、
心を閉ざして不登校になってしまう子供もい
ます。
　もちろん、学校にはカウンセラーがいま
すが、親も英語が苦手な場合が多いので、
誰にも相談できずに、うつになってしまうこ
とも。
　家の中だけで問題を解決しようとせず、
早めに外部機関に相談してください。アメ
リカ社会は国内に住む日本人も含めて、
他人にオープンに相談することに対して寛
容です。
　相談できる機関もたくさんあります。子供
も不安だらけなのだということを理解し、
無理をさせないでフレキシブルな気持ちを
持つことが大切です。

 © LeManna/ Shutterstock.com

＊コロナウイルスの影響により、８月14日発行現
在、9月からの学校再開に関して未確定事項が多
くあります。最新情報は、ニューヨーク教育局のウェ
ブサイト（schools.nyc.gov）で確認ください。
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帰国後の教育
義務教育への編入学

国公立校の場合
　義務教育の学齢期の児童・生徒が日本に永
久帰国する場合、新たに居住する区域に住民
票を届けると同時に、公立、国立または私立の
学校に編入する手続きを踏む必要がある。
　公立校の場合、居住区域の教育委員会に
編入または進学の申請書を提出することで、同
委員会が入学／編入先を指定する。学校は原
則、学区内のものが指定されるが、特別な理由
がある児童・生徒はこの限りではなく、その区
域に相談する必要がある。手続きには、在学し
ていた国外学校の発行した、在学証明書や成
績証明書が必要。一般的には、4月第1週まで
に役所に届け出ていれば、新入生として入学す
ることができる。編入学は随時可能。
　国立大学付属の小学校などは、日本国外で
の生活が長く、日本語能力に特別な配慮が必
要な児童に対しての「帰国子女特別学級」を設
置していることがある。こちらも学区内に居住
している必要があり、欠員が出るごとに募集さ
れるケースが多い。特別学級で帰国子女を迎
え入れる学校と、他の生徒と同学級で迎え入
れる学校の2種類がある。
　各校の願書の他、海外在住証明書を求めら
れるケースが多い。出願は3月ごろまでに行う

と大抵は4月編入に間に合うが、中学は1月ご
ろに出願と入学試験がある場合がある。なお、
付属小学校に編入した場合、付属中学および
高校への進級資格が他の生徒と異なるケース
もあるので、注意が必要。
 
私立校の場合
　私立校は一般・帰国生問わず、入学試験を
受ける必要がある。それぞれ異なる入学・編入
資格や必要書類・手続きを定めているので、各
学校のウェブサイトで要綱を確認しよう。最近
は国外から受験できるケースもある。新入学に
は1〜3月に願書提出、入学試験が設けられる
ケースが多い。

高校への編入学

募集要項
　日本の高等学校への入学試験は、一般的に
私立校は毎年1〜2月、公立校は2〜3月に行
われ、学力選抜、推薦入試などいくつか種類が
ある。公立校は各都道府県の教育委員会が募
集規定を詳しく定めており、私立校は各校がそ
れぞれ規定を定めている。
　公立校の学力選抜試験は5科目（英数国理
社）、私立校では3科目であることが多く、問題
は基本的に各都道府県ごとに共通だが、独自
の問題を採用する高校もある。
　帰国生は、在住していた国で9年の教育課
程を終了（またはその年の3月までに修了見込
み）したことが条件。ただし、一部の私立校では
例外措置もある。帰国生向けの受験では、一般
生徒と同科目の受験を求められるか、3科目か
らなる試験が別途設けられる場合がある。

大学への編入学

試験制度の変更
　2021年度（2021年1月）から、センター試Photo by John Gillespie (CC BY-SA 2.0)



ニューヨークに住む   45

験の代わりに実施される統一テスト「大学入学
共通テスト」が催行され、各科目での記述式回
答と、英語4技能の評価が始まる。
　その一方で「帰国子女枠」と呼ばれる、日本
国外で教育を受けた受験生のための入学試
験も存在する。各大学により規定は異なるが、
ACTやSATといった、アメリカでの大学のアド
ミッションテストや、TOEFLなどのスコアを受
験の提出物として求められる。高校（編入の場
合は大学も）のGPA（成績評価）が入った成績
証明書も忘れず準備しよう。日本語での面接
や小論文がプラスされるケースが多い。
　AO（アドミッションズ・オフィス）入試と呼ば
れる、面接・面談をメインとした受験制度もあ
り、帰国生の中にはこの枠で入学を狙う人も。
自己推薦制度であるため、高校からの公式推
薦が必要な「推薦受験」とは異なり、基本的に
は誰でも受験可能。各学校が定めた生徒の適
性をクリアすれば、出願許可が出る。流れの一
例としては、書類審査や筆記試験（小論文）を
経て、面接を行う。

英語教育の継続

インターナショナルスクール
　英語圏の国が日本国内に設立した学校は、
当然、その国の公立校のカリキュラムに準じた
カリキュラムを組んでいる。入学優先権はその
国の国民にあるため、日本国籍の児童・生徒の
入学枠には一定の規制がある。また一方、私設
の教育機関としてのインターナショナルスクー
ルもある。以下の国際組織は、インターナショ
ナルスクールを評価、認定資格を与えており、
これら認定校で12年課程を修了した18歳以
上の生徒には、大学の入学資格が与えられる。

▷WASC（Western Assoc iat ion of 
Schools and Colleges）＝米国西部地域私
立学校大学協会。本部はアメリカ。acswasc.
org
▷ACSI（Association of Christian Schools 
International）＝キリスト教学校国際協会。本
部はイギリス。acsi.org

▷CIS（Council of International Schools）
＝インターナショナルスクール会議。本部はイ
ギリス。cois.org

　またスイスのジュネーブに本部を持つ「国際
バカロレア」の認定校でも、12年課程を卒業し
た18歳以上の学生に、大学の入学資格が与え
られる。

ボーディングスクール
　ボーディングスクールは、日本では寄宿学校
とも訳され、全寮制の学校を指す。校風や規則
はさまざまだが、中には「プレップ・スクール（プ
レパラトリー・スクール）」と呼ばれる、難関大
学への進学を主軸に据えた、全寮制の中学・
高校も含まれる。
　日本からアメリカに駐在している家族が永
久帰国する際、アメリカの名門校への入学を
見越して、子供をそのままボーディングスクー
ルに入学・入寮させるケースもある。
　総じて学費が高い傾向にあるが、特にプレッ
プスクールは、進学率が非常に高いところが魅
力的だ。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
入学・編入条件などが異なる場合がある。詳細
は、各学校へ問い合わせること。
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在からの帰任を考えると、子供の
日本語教育の継続はかなり重要。

しかし、現地アメリカでの授業と両立させ
つつ、子供自らが学習意欲を持って、持続
的に日本の教育カリキュラムをこなすのは
大変だ。
　「すららネット」は、国・算・理・社・英の5教
科を、子供一人一人に合わせたカリキュラ
ムで指導する、オンライン教材。利用者は
10万人以上で、日本の私立学校や塾の
他、シンガポールと上海の日本人学校で
も採用されている。米国では、日本への帰
国に備えて個人利用する駐在家族が増え
ているという。
　最大の特徴は、学習内容を学年で区切
らない「無学年制」を導入していること。AI
が子供の習熟度を把握し、「どこでつまづ
いているか」「次に何を勉強するべきか」を
分析。子供が「何が分からないのか分から
ない」という負のスパイラルに陥ることを

防いでくれる。
　学習画面は、まるでテレビゲームのよう
にポップで、遊び心満載。子供の「もっと学
びたい」という意欲を引き出し、ゲーム感
覚でステップアップを目指す設計になって
いる。
　また、AIが家庭教師の役割をこなすと
同時に、「すららコーチ」ことスタッフが、学
習方法のアドバイスや進捗を保護者に定
期報告。保護者の不安や悩みを解消する
ことで、子供も安心して、前向きに学習を
進めていくことができるという。「一人」で
学べるけど「独り」じゃない、新しい学習形
態なのだ。

子供の日本語教育は子供の日本語教育は
「すららネット」で!「すららネット」で!

本誌を読んだ人限定で、入会金が無料!
申し込み・問い合わせは左のQRコードから! 
情報入力フォームに「ジャピオンを見た」と記入
すると、入会金が免除されます。

分数のレクチャーをイラスト付きで解説

駐

PR
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　今年創立41周年を迎えるニューヨーク育
英学園は、東海岸唯一の、全日制での幼小一
貫教育機関（3歳～小6）。文科省が定める幼
稚園教育要領と小学校学習指導要領に準拠
した日本語教育を行っている。小学部では日
本語（国語）、算数、理科、社会、英語、体育、図
工、音楽などを学ぶ。
　週10時間のオリジナルカリキュラム「NY育
英クロスメソッド」では、ネーティブおよびバイ
リンガル教師の元、学年・レベル別クラスのバ
イリンガル教育環境を提供。幼児部にも毎日
英語の時間あり。
　現地校に通う子どもたちの日本語補習校部
門には、週末スクール、週日アフタースクール、
ホームスクールシステムを提案。さらに、週日

のデイケアや1歳児からの親子教室の他、各
種検定試験（英検、漢検、TOEICなど）の受験
環境も整えて、多様化する教育ニーズに応えて
いる。
　同学園では、来米する子供には英語への、
日本に帰国する子供には日本語へのソフトラ
ンディングを第一に考える。教育に関する講
演会や帰国子女のための学校説明会など、情
報共有の場も充実。学校間の密な連絡・連携
で、日本や海外の学校への転出入や受験もス
ムーズだという。
　また、マンハッタンへのスクールバスあり。オ
ープンハウスや見学会も随時行っているので、
気軽に訪ねてみよう。

ニューヨーク育英学園

気になる学校をチェック！

Japanese Children's Society, Inc.

幼小一貫教育で学力向上

Information

8 W. Bayview Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
TEL: 201-947-4832
info@japaneseschool.org
japaneseschool.org

School Data

【学校タイプ】幼稚園・小学校
【創立年】1979年
【主な学部】全日制幼児部・小
学部、アフタースクール、サタデ
ースクール（NJ校、マンハッタン
校、ポートワシントン校）、サンデ
ースクール、フレンズアカデミー、
りんごラーニングセンターなど
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　1900年創立の津田塾大学は、「社会に貢
献する『all-round』な女性を育てる」という創
立者・津田梅子の教育理念のもと、政治、経
済、教育、文化など、数多くの分野で活躍する
女性を世に送り出してきた。
　その活躍の場は国内だけでなく海外にも広
がっており、多種多様な課題を抱える現代に
おいても、社会を変革し、新たな時代を切り開
ける女性を育成している。
　同校の学部は、学芸学部と総合政策学部の
二つ。学芸学部には、英語英文学科、国際関
係学科、多文化・国際協力学科、数学科、情報
科学科の5学科があり、幅広い視野を培う教
養教育やリベラル・アーツを重視している。
　中でも、多文化・国際協力学科では、自らテ

ーマと研究地域を選んで現場に赴き、調査を
行うフィールドワークが特徴的だ。行先はアメ
リカからアジア・アフリカ諸国までさまざま。自
ら計画を立てることを通して、課題に取り組む
自主性も育つ。
　総合政策学部には総合政策学科が設置さ
れており、「Project-based Learning：課題
解決型学習」の手法を取り入れ、実践的な学
びが展開されている。
　小平キャンパスには三つの寮があり、地方
出身者や帰国生、外国人留学生など約300
人が暮らしている。帰国生対象の特別入試
の出願は例年9月。メールでの問い合わせは
senryaku@tsuda.ac.jp。

津田塾大学

気になる学校をチェック！

Tsuda University

変革を担う女性を育成

Information

〈小平キャンパス〉
東京都小平市津田町2-1-1
〈千駄ヶ谷キャンパス〉
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-18-24
TEL: 042-342-1662
tsuda.ac.jp

School Data

【学校タイプ】大学
【創立年】1900年
【主な学部】学芸学部、総合政
策学部
【生徒数】3172人（2019年5
月現在）
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　Bluedata International Instituteは、ニュ
ーヨーク州教育庁から認可を受けた語学学
校で、I-20の発行を行っている。教師は全員が
ネーティブスピーカーで、ニューヨーク州教育
局の教員免許を取得しているのが特徴。クラ
スは少人数制。
　授業は朝、午後、夜、週末に実施。人気なの
は発音矯正、会話とアメリカ文化、クリティカ
ルシンキングのクラス。発音矯正は、さまざま
な内容でリスニングやスピーキングを練習し、
発音を改善する。会話とアメリカ文化のクラス
は、生活しているだけでは分からないアメリカ
の社会と文化に関する知識を身に付けながら
言語、学問、社交英語のスキルを向上させる。
クリティカルシンキングのクラスは、文脈から

語彙（ごい）を理解し、さまざまな話題や問題
に対して理解を深めることで、スピーキング、
ライティングの力を向上させる。他にもESL、
TOEFL、アカデミックライティング、ビジネス
英語のクラスも提供している。
　季節ごとのイベント開催などを通して、ニュ
ーヨークの実生活を理解し、アメリカ文化や
風習を学ぶ。1セメスターは10週間（コース終
了後は4週間のバケーション取得が可能）。授
業料は均一で1クラス1090ドル。新規生徒を
紹介した生徒は授業料を100ドル引き、紹介
された生徒も50ドル引きになるキャンペーン
を実施。クラス見学も可。日本人エージェント
が親身に相談に乗ってくれる。

ブルーデータ語学学校

気になる学校をチェック！

Bluedata International Institute

多彩なコースで英語力向上

Information

500 8th Ave., Suite 800/600
New York, NY 10018
TEL: 212-683-6250
bluedataesl@gmail.com
bluedataesl.com

School Data

【学校タイプ】語学学校
【創立年】1997年
【主なクラス】 ESL、ビジネス英
語、アカデミックライティング、会
話・アメリカ文化など
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　リセ・ケネディ日本人学校は、1964年にフ
ランス人のデュマス婦人によって設立。97年
に日本人学校として、全日制幼児、土曜補習校
をマンハッタンに開設した。
　同校はマンハッタンの中心部、グランドセン
トラル駅と国連ビルの中間に位置。交通の便
が良く、図書室や室内体育館などの施設も整
っている。
　全日制幼児では、文部科学省が定める幼稚
園教育要領を基に、ESLを加えたカリキュラム
を組み立てている。
　また集団生活や遊びなどの直接的・具体的
な体験から、人と関わる力、思いやりの心、物
の整理・片付け、思考力・表現力などを育み、
戸外活動や体操教室では健康な身体を育て

ることを目指す。
　その他、幼児〜中学生が対象の土曜補習
校、サマースクール（3歳〜小学生、全4週間）、
アフタースクール、2歳児親子教室など、ニー
ズにあわせたさまざまなクラスを提供してい
る。
　アメリカに永住予定の日本人家庭から、子
供の日本の学校への受験を考えている家庭
までを幅広くサポート。国際人となりうるため
に、日本語を学ぼうとしている児童・生徒の入
学を歓迎しているとのこと。
　応募・入学条件は、日本語での簡単な会話
ができること。各クラスの詳細、出願について
はオンラインを参照。

リセ・ケネディ日本人学校

気になる学校をチェック！

Lyceum Kennedy Japanese School

国際社会に貢献できる人材を育成

Information

225 E. 43rd St.
(bet. 2nd & 3rd Aves.)
TEL: 212-681-7929
manhattan@lyceumkennedy.
org
jp.lyceumkennedy.org

School Data

【学校タイプ】幼児〜中学教育
【創立年】1997年（母体は
1964年）
【主なクラス】全日制（幼児）、土
曜補習校（幼児〜中学）、サマー
スクール、アフタースクール、2歳
児親子教室
【生徒数】約220人
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不動産
不動産購入
監修: 松本哲夫さん／The Corcoran Group
Mobile: 914-374-7195／ted.matsumoto@cor
coran.com

ニューヨークの不動産
　現在、歴史的な低金利に加え、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により、持ち家があるこ
との重要性を感じた人々も多く、ニューヨーク
の不動産マーケットに活気が戻ってきている。
特にマンハッタンとブルックリンでは、初めての
マイホーム購入として2M以下の物件に人気
が集まっている。
　住宅物件は、コンドミニアム（コンド）とコー
ポラティブハウス（コープ）に二分される。コンド
は不動産物件だが、コープは建物の所有会社
の株を購入し、特定の部屋を使用する権利を
得る形を取ることになる。
　コープを購入するには、管理するボード（理
事会）の審査を受ける必要があり、賃貸目的で
の購入などを制限する条件を課している場合
が多い。ただし、一般的にコンドに比べ価格が
低い。
　コンドはコープに比べ購入条件は緩やかで、
投資目的の購入などへの規制はほとんどない
が、コープに比べ高額となるのが一般的。
 
物件購入の流れ
　実際にはかなり複雑な手順を踏むが、ここで
は大まかな流れを説明する。
　一般的には、不動産エージェントと相談しな
がら購入プランを立てる。モーゲージ（住宅ロ
ーン）を利用して購入する場合、まず銀行に相
談し「プレアプルーバル」を取得。借り入れ可能
金額を確定させ、エージェントに相談する。
　気に入った物件が見つかったら、購入のオフ
ァーを提出。契約書作成では不動産購入を専
門とする弁護士が関わるので、事前に選定して
おこう。オファーが受諾された後、約1週間で

契約書にサインをする。終結前の時期に物件
のチェック、必要に応じた家屋の調査、リノベー
ションを検討する場合は、建築家や工事業者
を連れて物件の再確認を行うこと。契約内容
は不動産エージェントと弁護士を通し、売り手
側と交渉を行う。
　契約内容に合意できれば、買い手側は契約
書にサインし手付け金に当たるデポジット（通
常は購入価格の10％）を支払う。その後、売り
手側も契約書にサインをして、双方がサインを
した契約書が買い手の弁護士に届いた段階で
成約となる。
　成約後、ボードアプリケーションを準備、提
出。モーゲージの申請もこのタイミング。物件の
管理組合と銀行の承認が得られたら、物件の
最終点検の後にクロージングとなり、物件の引
き渡しを受けて、全ての続きが完了する。

賃貸住宅
監修: 志村知彦さん／タイチ不動産
tomics@earthlink.net／taichirealty.com

賃貸物件の種類
　ニューヨークの賃貸物件は、主にアパートメ
ント（アパート）、コンド、コープの形態がある。
アパートはビル全体をオーナーが所有してい
て、自身あるいは管理会社が住居のメンテナン
スや入居手続きの管理をしている。コンドミ二
アムとコープは日本の分譲マンションに近いも
ので、賃貸の場合は個人オーナーが所有する
部屋を借りる。
　アパートは1年、2年と決まった期間の契約
で一般的に申請費用が安く、入居審査の時間

（1週間弱）も短い。家賃は契約更新時に値上
がりすることが多いが、一般的なアパートでは
上昇率を市場の相場で決める。
　また家賃統制法に従い、毎年決まった率で
家賃を値上げする「レントスタビライズ」のアパ
ートもある。
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　コンドとコープはオーナーと直接話し合っ
て、入居、契約の条件、家賃を交渉できるのが
メリット。ただし、一般的にアパートと比べて申
請の際の費用が高く、入居審査の時間も長め
にかかる。
　住居は不動産エージェントに相談するか、
自分でオンラインアプリなどで探すことにな
る。物件の場所、条件が気に入ったら、内覧し
た後、管理会社またはオーナーへ申請（オファ
ー）する。コンド、コープの場合は、オーナーとの
交渉成立後に必要書類などを管理組合に提
出。約2週間〜1カ月の審査を経て成約する。

契約時の注意点
　契約時には身分証明の他、個人の財務状況
を確認するために現在の収入や貯金、クレジッ
トヒストリー、過去数カ月分の給与明細、銀行
残高証明などの提出が求められる。
　日本人の場合は加えて、パスポート、ビザ、英
文の雇用証明書（または在学証明書）なども求
められる。
　サインをする前に途中解約できるかどうか、
契約期間や更新・解約に関する条件を説明し
てもらい、必ず理解すること。不明な点は、エー
ジェントやオーナーに問い合わせる。契約更新
の際も追加した内容が抜け落ちていないかな
ど不動産エージェントに相談しよう。
　また、万が一の火災や水漏れなどに備え、借
り主側の保険であるテナント保険に入ってお
いた方が安心。保険料は、年間約150ドル程度
からが一般的だ。

住宅ローン（モーゲージ）
監修: 牛島有貴子さん／Citigold private Client  
Relationship Manager／citi.com

モーゲージの基本
　一般的なローンは担保がない場合、個人で
銀行から大きな額を借りることは難しいが、住
宅購入の場合は、初めての物件購入でも物件
自体が担保となる住宅ローン「モーゲージ」を
組むことができる。
　アメリカ居住者（アメリカ市民権保持者、永

住権保持者、就労ビザで一定期間以上アメリ
カに滞在している人）の場合は、アメリカ国内
で収入を得ていること、クレジットヒストリーが
あることなどが必要条件となる。

種類
　モー ゲージには、「 固 定 型 」と「 A R M

（Adjustable-Rate Mortagage）型」と呼ば
れる変動型の2種類がある。「固定型」には、10
年、15年、20年、30年などの種類があり、固定
された期間内に固定された金利で返済する。
　一方、「ARM型」は全て30年ローンで

「10/1 ARM」、「5/1 ARM」などと表記され
る。例えば「10/1 ARM」は、最初の10年間は
固定金利でその後、1年ごとに金利が見直され
るということを表している。
 
プロセス
　モーゲージを組むプロセスは次の通り。
①その人の資産、借金、収入などの経済状況や
ビザのステータスなどから、その人がいくらお
金を借りることができるかを書いた、「プレアプ
ルーバルレター」を銀行から出してもらう
②不動産エージェントに相談し、購入したい物
件を見つける
③物件が見つかったらプレアプルーバルレター
を添付し、物件購入のオファーを入れる
④オファーが受理されると、売り手側の弁護士
から契約書が送付される
⑤買い手側の弁護士が書類を確認
⑥問題なければ、売り手と買い手が売買契約
書にサイン
⑦銀行などにモーゲージの申し込みを行う
⑧60日以内（通常クロージングに要する日数）
にクロージングできる見通しが立った時点で、
金利をロックする
⑨すべての書類、条件がクリアになったら、モ
ーゲージ確約のレター（コミットメントレター）
が買い手に送られる
⑩売り手と買い手が双方の弁護士、銀行、不
動産エージェントなどの立会いのもとでクロ
ージングの契約書にサインし、売買契約が完了

（クロージング）する
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一般（生活）
インターネット/ケーブルテレビ
監修: テレビジャパン
tvjapan.net

サービス提供の会社を選ぶ
　ニューヨーク市および近郊では、居住する場
所によって利用できるインターネット／ケーブ
ルテレビのサービス提供会社が限定される。そ
のため、各社のウェブサイトなどで事前に自分
が住む場所で利用できるかどうかを調べる必
要がある。大手では、Spectrum、Optimum、
Xfinity（Comcast）、Verizonなどがある。
　サービスは基本的に、インターネット通信

（モデム、ワイファイルーターを提供）、ケーブ
ルテレビ放送（ケーブルボックスを提供）、固定
電話通信（留守電、転送機能付きなど）から必
要なものを単独またはバンドル（セットプラン）
で選ぶことになる。料金はインターネット、ケー
ブルテレビ単独の場合、月額50ドル前後から。
バンドルでは単独で頼むよりも割安になる他、
選ぶプランによっては、特典として映画チャン
ネルなどが付くことがある。
　また、料金は一定期間を過ぎると変わること
があるので、契約時に確認、検討すること。
　契約時に設置工事の日取りを決める。当日
は作業員がケーブル、モデムなどの設置を行う
ので立ち会うことになる。住居にすでにケーブ
ル用回線が設置されている場合は、それほど
時間はかからないが、新たに回線を設置する、
あるいは回線はあるがしばらく使われておらず
機能していない場合などは、新たにケーブル回
線の設置が必要で、時間がかかる。

日本語放送
　当地の日本語放送は、地上波で視聴できる
ものとケーブルテレビを契約した上で追加料
金を払い視聴するものがある。
　「テレビジャパン」は、NHKを中心に民放の
ドラマやバラエティー番組、邦画などをケーブ

ルテレビ、衛星放送、IPTVを通じて、毎日24時
間放送している日本語プレミアム・チャンネル。

「テレビジャパン」を運営しているNHKコスモ
メディア・アメリカはSpectrumの取次代理店
として、コールセンターを通じて新規のインタ
ーネット、ケーブルテレビ、固定電話の開設、サ
ービスの追加を日本語で受け付けている。
 

〈インターネット／ケーブルテレビサービス提
供会社〉
・Spectrum: spectrum.com
・Spectrum（日本語申し込み専用）: tvjapan 
cables.net
・Optimum: optimum.net
・Xfinity: xfinity.com
・Verizon: fios.verizon.com

携帯電話

携帯電話の基本
　ニューヨーク市内および近郊で利用できる
電話会社が提供するサービスは、契約が必要
な料金後払いのサービスと、契約が不要で事
前に料金を支払うプリペイドに大別することが
できる。
　一般的なプランは月決めで、通話、デー
タ通信、テキストメッセージ利用がセットに
なったもの。それぞれの項目で使用無制限

（Unlimited）と、使用制限を設けているもの
がある。
　料金後払いのサービスを利用する場合と、
利用する端末を購入して分割で代金を支払う

（端末の代金が月々加算される）場合は、基本
的に契約が必要で、ソーシャル・セキュリティ
ー・ナンバー（SSN）、クレジットヒストリー（アメ
リカでのクレジットカード信用履歴）などの提
示を求められる。
　ちなみに、各電話会社で販売している端末
はスマートフォンが主流だが、フィーチャーフォ
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ンも購入可能。
 
プリペイド
　プリペイド利用の場合は、基本的にSSNや
信用履歴は必要とされない。プランとしては、月
で決められた通話時間、データ通信量、テキス
トメッセージ数が設定された定額プランと、使
用分だけの料金が引かれ、料金を追加していく
プランがある。
　 提 供 するのはプリペイドに 特 化した

「Cricket Wireless」などもあるが、大手4社
（AT&T、T-Mobile、Sprint、Verizon）も、幅
広いプランを提供している。プリペイドの利点
は来米から間がなく、米国での信用履歴がな
い場合も利用できること。
　「H2O Wireless」は、SIMカード（回線は
AT&Tのものを使用）を利用するサービス。こ
ちらは当地到着後だけでなく、日本滞在時にウ
ェブサイトから申し込むことができる。「H2O  
Wireless」を取り扱っている「アメリカ携帯屋」
は、ニューヨーク店内にブースを設けていて、日
本語で相談を受け付けている。
 

〈携帯電話サービス提供会社〉
・AT&T: att.com
・T-Mobile: t-mobile.com
・Sprint: sprint.com
・Verizon: verizonwireless.com
・アメリカ携帯屋: america-keitai.com

電気・ガス・水道

電気・ガス・水道
　ニューヨーク市を含むニューヨーク州内の
電気、ガス供給会社では、Con Edison（コン・
エディソン）、National Gridなどが大手。ニュ
ージャージー州では、電気はJersey Central 
Power & Light、Atlantic City Electricなど、
ガスはNew Jersey Natural Gasなどが大手
となる。
　まずは、居住エリアで電気・ガス両方、または
いずれかのサービスを供給している会社を確
認すること。

　賃貸の場合、簡単なのは住居のオーナーや
管理人にそのエリアを管轄する会社を聞くか、
比較ウェブサイト（chooseenergy.com）など
で居住地のジップコードを入力して調べること
ができる。
　ニューヨーク州は公共局のウェブサイト

（dps.ny.gov）、ニュージャージー州は公共
事業委員会のウェブサイト（state.nj.us/bpu/
assistance/utility）で、電力、ガス供給会社の
一覧を提供している。
　サービス提供を開始するには、供給会社の
カスタマーサービスなどに電話し、利用の開始
日程の希望を伝えること。住所を聞かれ、その
後、係員がメーターを読むために家を訪れるこ
とになる。
　賃貸の場合は、メーターがどこにあるのか
をオーナーに事前に確認しておいた方がよ
い。英語で電気は「Electric Power」、ガスは

「Natural Gas」。単に「Gas」と言うと、ガソリ
ンを意味してしまうので注意しよう。
 

〈主要な電気、ガス会社〉
New York
・Con Edison: coned.com/en
・National Grid: nationalgridus.com
New Jersey
・Jersey Central power & Light: first 
energycorp.com（「JCPL」を検索）
・Atlantic City Electric: atlanticcityelect 
ric.com
・New Jersey Natural Gas: njng.com
 
　水道は、各地方自治体が管轄している場合
が多いので、利用を希望する場合は、市政府の
ウェブサイトを確認すること。
　ニューヨーク市内の賃貸物件の場合、水道
と暖房はオーナーがテナントに供給する義務
があるので、基本的には家賃に含まれる。
　オーナーは市の環境保護局（Department 
of Environmental Protection）を通じて、登
録する必要がある。
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一般（引っ越し／ペット）
近距離引っ越し
監修: 細井正明さん／米国日本通運
TEL: 1-800-447-0808／nittsu.com/hikkoshi

引っ越し手段を選ぶ
　まずは、引っ越し先に持って行くもの、捨てる
ものを選別して搬出入する必要がある荷物の
量を確定させること。その上で、1人あるいは友
人数人で運び出しができるか、専門の引っ越し
業者の手を借りる必要があるかを考える。
　荷物が少ない場合は、配車サービスを手配
したり、U-Haulなどでトラックを自分で借りる
という手段もある。
　引っ越し業者に依頼する場合、料金体系は
引っ越し作業に掛かった時間分を払う「時間
制」と、荷物の量や搬送距離で一律料金を課す

「フラットレート」がある。時間制の場合は、最
低単位の時間から追加で掛かった時間の料金
が上乗せされる。含まれないサービス内容、料
金については、事前に確認しておくとトラブル
を回避できる。
 
事前準備
　建物のエレべーターを使う場合は、事前に
搬出日にエレべーター利用の予約を取ること。
その際、今まで住んでいた建物だけでなく、引
っ越し先の建物のエレべーターの予約も取る
ことを忘れずに。
　建物によっては、エレべーターの予約だ
けでなく、搬出入時に壁や床などの損害に
備えて、引っ越し業者が加入している賠償
責任保険（Liability Insurance）の保険証書

（Certificate of Insurance）を提出するよ
う義務付けている場合もあるので、引っ越しが
決まったら、早い段階で事前に建物のオーナ
ー、管理会社に確認すること。また配達先の部
屋（Kitchen、Livingなど）をダンボールに記載
しておくと、搬入時にスムーズになる。
 

引っ越し当日
　業者に引っ越しを依頼した場合は、運んでも
らうものと自分で持って行く手荷物を選別して
おくこと。また業者に依頼する場合は、依頼主
は荷物の搬出、搬入共に立ち会う必要がある。
ケーブルテレビやインターネットの接続、ガス、
電気などの手配はあらかじめ済ませておくとよ
い。特に、業者が来て作業が必要となるケーブ
ルテレビやインターネットの接続を引っ越し日
と同時に済ませたい場合は、引っ越し作業が
済む夕方ごろに予約するのがお勧め。
　子供がいる場合は、ベビーシッターに預ける
などしておいた方が作業の邪魔にならず、けが
の心配がない。

海外／帰国引っ越し
監修: 細井正明さん／米国日本通運
TEL: 1-800-447-0808／nittsu.com/hikkoshi

引っ越しまでの流れ
　引っ越し業者に見積もりを頼む時期は、帰
国の2〜3カ月前、混み合う時期はさらに余裕
を持って動き始めた方がいいだろう。見積もり
時には、荷物の量の確認、引っ越しの日程の打
ち合わせ、サービス内容の説明などが行われ
る。持って帰るものと処分するものを決めて、業
者に情報を全て伝えて相談すること。
　引っ越し日が決まったら、処分できるものは
処分しておく。アメリカサイズの大型家具は、日
本に持ち帰っても部屋に入らないことがある。
　また、日本への持ち込みが禁止されている、
あるいは課税対象となる物品もあるので、事前
に業者に確認してから梱包（こんぽう）を開始
すること。荷物量によっては、日本での開梱（か
いこん）に時間がかかるので、リストには具体
的品名を書くと後で見つけやすい。
　荷造りは重いものを箱の底に、軽いものは上
の方に詰めていくのが鉄則。段ボールの中に隙
間があると輸送中の破損の原因になるので、隙
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間ができたら洋服やタオルなどを緩衝材として
利用するのがコツ。
　荷物は船便、航空便、自分で持ち込む手荷
物に分ける。日本の自宅に配達するまで通常、
船便は約2カ月半、航空便は約2週間かかる。
ただし現在は、新型コロナウイルス感染拡大の
影響で配送に遅れが生じているため、余裕を
持って手配しておく必要がある。船便第１便で
は日本での生活立ち上げに必要な家具、米国
で季節外れの衣類、未使用の本や雑貨などを
１～２カ月前に出す。当地の生活で最後まで使
うものは、船便第2便と航空便に分けて帰国日
の2、3日～1週間前に発送する。航空便の到
着は帰国後、1週間程度を目安とする。

引っ越し当日 & 帰国日
　引っ越し当日は、手荷物と業者に持って行っ
てもらうものをしっかりと分けておくこと。鍵、
財布、携帯電話、パスポートなどの貴重品、手
荷物は、部屋の1カ所にまとめておく。誤って業
者に運ばれてしまうと、後で大変なことになる。
　帰国日、飛行機内で配られる「携帯品・別送
品申告書」を必ず2枚受け取り、2枚とも同じ内
容で記入。別送品の個数は手荷物以外の日本
へ発送するもの全てに該当する。
　船便1便、船便2便、航空便、そして車を送る
場合はその数も含まれるので忘れないように。
　空港に到着したら、入国審査でパスポート
に入国印を押してもらうことを忘れないこと。
また、到着ロビーを出る直前にある税関で機
内で記載した２枚の申告書を税関職員に手渡
し、１枚は税関が保有、もう１枚は返却される
ので必ず税関のスタンプが押されているかを
確認した上で受け取り、空港の引っ越し業者の
カウンターに渡すか、業者に送付しよう。この
入国印と申告書が船便や航空便到着時の通
関手続きで必要となるので、忘れないこと。

ペット

ドッグライセンス
　ニューヨーク市保険精神衛生局はイヌの飼
い主に対して、「ドッグライセンス（許可証）」の

取得を義務付けている。ネコに関する同様の
規定はない。許可証は1～5年で、期限切れに
なる前に更新する必要がある。
　ドッグライセンスの申請と更新は、ウェブサイ
トから申請書を記入後に郵送またはオンライ
ンで送付。料金は去勢・避妊手術済みの場合、
年間8ドル50セント。その他は4カ月以上が年
間34ドル、4カ月未満が8ドル50セントとなり、
申し込みから約4週間後に許可証が届く。
　番犬、および攻撃犬として訓練を受けたイヌ
を飼う場合は、商業、個人目的にかかわらず、ド
ッグライセンスに加えて番犬として登録する必
要がある。さらに、番犬が行方不明になる、連
れ去られる、または飼い主を変更する場合は、
5日以内に同局に報告する必要がある。番犬
は、首輪にドッグライセンスの札と番犬登録の
札の両方を常に身に付ける必要がある（登録
料は10ドル）。
 

〈ニューヨーク市保険精神衛生局〉
www1.nyc.gov/site/doh/services/dog-
licenses.page

〈ペットに関連した施設〉
ASPCA Adoption Center:aspca.org
Animal Care Centers of NYC:nycacc.org
BARC: barcshelter.org
 
ペットと暮らす
　ニューヨーク市内でペットも一緒に入居が
可能な賃貸アパートを探す場合、物件数は限
られているので見つかるまでに時間を要するこ
とが多い。ネコは可でもイヌは不可という場合
や、頭数が制限されている場合もあるので注意
しよう。
　また一般的にペット帯同の場合は、家賃やセ
キュリティーデポジットが割高になると考えた
方がよいとされている。その際、契約書にペット
に関する条項が明記されているかを確認する
こと。トラブル回避のために、口約束での入居
は避けた方がよい。臭いや鳴き声をめぐり住民
とトラブルになる場合や、動物アレルギーの住
人から苦情が寄せられる場合もあるので、近隣
への配慮が必要となる。





Spa Karen NY
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一般（交通）
市内の移動／交通機関

地下鉄
　 ニューヨ ー ク市 内 では 、M TA ( T h e 
Metropolitan Transportation Authority）
が運営する地下鉄（Subway）が整備され、利
用者は年間約17億人（2019年、MTA調べ）。
文字通り市民の足となっている。
　数字やアルファベットで示された25路線が、
市内の472駅を結んでいる。路線により急行

（Express）と各駅停車（Local）があり、24時
間運行している。ただし天候、工事、イベントな
どにより、運行ルートやスケジュールの変更、
運休が平日、休日問わず頻繁に起こるので、駅
構内やホームの掲示板に貼られた情報を見て
おくこと。
　マンハッタン内では、「Uptown（北行き）」と

「Downtown（南行き）」がある。路上から駅
への入り口がそれぞれの方向専用という場合
が多く、構内で行き来ができないことが多いの
で、行き先を確認してから改札を通ること。
　乗車には、駅構内の券売機でシングルライド

（1回乗車分の紙の切符）または金額を補充
して使うメトロカードを購入する。2019年9月
現在でシングルライドは3ドル。1ドルでメトロ
カードを購入して使う場合は、1回分の運賃は
2ドル75セントと割引となる。また7日間（33ド
ル）、30日間（127ドル）乗り放題のメトロカー
ドも駅の券売機で購入することができる。
　 
バス
　市内5区を走るニューヨークのバスは、各駅
停車や急行などを含め、300以上の路線が運
行している。路線名はアルファベットと数字で
表示されていて、アルファベットは5区の頭文字
を表わす。また平日のラッシュ時には、マンハッ
タンと他区を結ぶエクスプレスバスが運行して
いる。
　バスへの乗車は、アイコンと路線名が表示さ

れた標識のあるバス停で待つ。運転席横にあ
る機械に現金またはメトロカードを挿入。降車
する際は手すりにあるストップボタンか、窓際
にあるロープを引き、後部ドアから下車する。
　料金はメトロカードを利用する場合、地下鉄
と同じ。

タクシー
　マンハッタンの象徴ともいえる、イエローキャ
ブは24時間走っている。車体の上部にあるラ
ンプが付いているのが空車で、手を上げて停め
る。正確な住所を告げてもよいが、目的地を交
差するストリートやアべニューを伝えてもよい。
　支払い方法は、現金、クレジットカード、デビ
ットカード。レシートにはタクシーの登録番号
が記入されており、車内に忘れ物をした際の問
い合わせや苦情を報告する際に役立つ。
　チップは、メーター料金の15〜20%を目安
にして支払う。
　また、JFK国際空港〜マンハッタンは基本料
金（その他に、州の税金やラッシュアワー料金
などが加算される）が設定されている。それ以
外は、通常の料金が適応。ニュージャージー州
にあるニューアーク・リバティー国際空港への
往路には、追加料金が請求される。
　イエローキャブ以外に、ニューヨーク市内の
マンハッタン以外（96ストリート以北は除外）
で客をピックアップすることが許可されている、
ボロキャブがある。ボロキャブのタクシーは車
体が緑で、イエローキャブと区別されている。

配車サービス
　タクシー以外の配車サービスとして、スマー
トフォンアプリなどを利用するUberやLyftの
他、リムジンサービスなどがある。
　リムジンサービスは事前に配車を手配する
完全予約制で、料金の支払いは予約時などに
行う。予約は、リムジン会社のウェブまたは電
話で行う。出発地と目的地の住所、ピックアップ
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の日時、乗客数、荷物の数、希望する車の種類
を伝える。料金は各会社や希望する車の種類
によって料金システムが異なるので事前に確
認すること。
 
レンタルシェアバイク
　2013年に登場したレンタルバイクのシステ
ムで、専用ドック（駐輪場）は市内および近郊で
750カ所ある。利用可能なエリアは、マンハッタ
ン、ブルックリン、クイーンズの一部、ニュージャ
ージー州の一部（今後、ブロンクスも設置を検
討中）。
　専用ドックにあるバイクの番号を使って解除
し、規定の時間内（30分、年間バス所有者は
45分。遅延すると15分ごとに4ドル追加料金）
に別の（あるいは同じ）場所の専用ドックに戻
す。スマートフォンアプリまたは専用ドックにあ
る券売機で利用期間を選び、料金をクレジット
カードで支払う。1回3ドル、1日パス12ドル、3
日パス24ドル、年間パスで169ドル（それぞれ
税別）。
 
郊外への交通機関
　MTAおよび子会社が運営する交通機関は、
ニューヨーク市を起点に、アップステートへの
メトロノース鉄道、ロングアイランドへのロング
アイランド鉄道、ニューヨーク・ニュージャージ
ー港湾公社が運営するニュージャージー州へ
のパストレインがある。

自動車の利用
監修: Gulliver
TEL: 310-844-6129／gulliverusa.net

リース
　アメリカでは自動車を所有する際、購入に限
らず新車のリースも一般的な選択肢として考
えられる。新車のリースは、 ディーラーまたは
リースを専門とする会社で契約ができ、リース
は3年ごとの契約が一般的。自動車は基本的
に乗っている年数、走行距離が長くなるのに伴
い故障の発生率も高くなるため、新車に2〜3
年ごとに乗り換えれば、そうした心配が少なく

て済むというのがリースの利点。
　最初に頭金（車の価格の20%程度）を支払
い、その後は月々のリース料を支払っていく。購
入より安いというよりも、一時金としての出費
が抑えられるのが利点となる。ただし、クレジッ
トヒストリーによってはリース料が高くなった
り、リースができないというケースもあるので、
事前に確認すること。
　メンテナンスは基本、自己負担となるが、車
種によってはリース料金にメンテナンスサービ
スが含まれるものもある。所有するわけではな
いため、契約終了時には購入時の状態に戻す
必要がある。そのためカスタマイズなどを施し
ても、無駄になってしまう。また途中で契約を
破棄する場合は、契約期間の支払額を満額で
払うことになるので、日本への帰国時期が決ま
っている場合は事前に考慮して契約すること。
　またリース契約の場合、利用期間だけでなく
年間走行距離のキャップ（制限）も設けられる。
年間の走行距離のキャップは一般的には1万
マイル程度で、それを超えると追加料金が発生
する。リース車を遠方への通勤用として、また
企業の営業車などとして使用する場合は、年
間走行距離がキャップを超えると予想される
ので、リースではなく購入を検討した方がよい。
 
購入
　自動車の購入にはアメリカの運転免許が必
要。新車、中古車の購入はディーラーを通じて
行うのが一般的。購入に自動車ローン（ファイ
ナンス）を利用する場合、申請にクレジットヒス
トリーが必要。中古車を選ぶ際は、信頼の置け
るディーラーに相談して購入すること。アメリカ
で販売される車は全て車体番号（VIN）が付け
られ、ウェブサイト（carfax.com、autocheck.
com）で番号を元に、車の登録場所、過去の所
有者人数、走行距離、事故記録、レンタカーと
しての使用記録などが分かる。
　車社会で中古車が多いアメリカでは、特に
滞在期間が限られる場合、必要年数で安心し
て乗れるものを選べば、ワンランク上の車種に
乗れるのが魅力とされる。



車選びをオンラインで
するという選択

1-310-844-6129
ガリバー USA

$23,998$23,998
2019 Toyota RAV4 LE
32,549 miles

弊社ではお客様との新しいコミュニケーションのツールとしてZoomでのお問い
合わせサービスを開始いたしました。ご自宅にいながら来店時さながらのサー
ビスを体験していただけますので是非お気軽にお問い合わせ下さい。

北米で人気のクロスオーバーSUV RAV4の2019年モデルが入荷しました。
詳しくは弊社ウエブサイトをご確認下さい。
北米で人気のクロスオーバーSUV RAV4の2019年モデルが入荷しました。
詳しくは弊社ウエブサイトをご確認下さい。

弊社Zoomサービスの
ブログをご覧ください。

https://gulliverusa.net/
ガリバー USA 検索

ウエブサイト

リニューアル！

TOYOTA SAFETY SENSE搭載
▶プリクラッシュセーフティー
▶レーンディパーチャーアラート
▶レーダークルーズコントロール

在庫検索はこちら
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音楽家として暮らす

―今のお住まいはどちらですか?
　ハーレムです。留学先のマンハッタン音楽
院大学がこのエリアだったのがきっかけで、も
う10年近く住んでいますね。私の家の方はま
だ再開発の手も伸びていなくて、雰囲気は変
わらないままです。特に私の近所は、地下鉄の
ラインが多くて移動が便利なんです。
　長く住み続けた今となっては、橋を超えてマ
ンハッタンの外に行くことが、大変に感じるん
ですよね。ブルックリンに住んでいるミュージシ
ャンも多いけれど、私は、マンハッタンへの執
着が強いというか（笑）。

―どのようなお仕事を？
　自身の曲を作ること以外に、コミッションを受
けての作曲と編曲、指揮、プロデュースなども
任されます。どの仕事もやりがいがありますが、
自分の楽団で演奏している時が一番楽しい
かな。好きに組み立てたプラモデルをお披露目
している感覚です。「この空間に戻ってこられ
るように、また明日から頑張ろう」という気持ち
になりますね。

―クリエーティブなお仕事だと、スケジュー
ルが立てづらそうですね。
　スケジュールはバラバラですね! 私の場合は

「作るぞ!」と制作の時間を設けて、自分を追
い込まないと書く気にならないのですが、クリ

クラシック出身の挟間さんが、ジャズを学
ぶためにニューヨークに来たのは、約8年
前。今や、2020年度グラミー賞の大規模
ジャズ・アンサンブル部門にノミネートされ
るまでの大物音楽家だ。ここまでの活躍
の軌跡には、一体どんなニューヨーク生活
があったのだろう? （取材・文／南あや）

〈編集注〉この取材は2月に行われたものです。

コツコツ積み上げ、
これからも
ジャズ音楽家   挾間美帆

Special Interview 2

©️ Hiroyuki Seo
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エーティビティーがそれに比例するとは限らな
いんです。いくらやる気があっても何も浮かば
ないときがあって、そうなると1日無駄になってし
まう。そんなときは「しょうがない」と諦めるしか
ないですね。
　気分転換をしようとしても、コンサートに行っ
たり、バレエを観に行ったり、ユーチューブを見
たりと、やっぱり音楽のことばかりな自分がいま
す。作曲中は邪魔なインプットは増やさないよう
にしていますが、浮かんだ音楽のアイデアは、
メモには取らず、その「感覚」を覚えておくよう
にしています。

―よく音楽を聴きに行くスポットは?
　ウェストビレッジです。「ブルーノート」「ヴィレ
ッジヴァンガード」「スモールズ」などの名店は
集う人も多いし、刺激をもらいます。

レベル違いのジャズの街

―ニューヨークはジャズミュージシャンが本
当に多いですよね。
　とにかくレベルが高い街です。技量や才能
はもちろん、みんな得意なことの幅が広いなと
思います。同じ楽器でも、ソロ演奏が得意な
人、トリオが得意な人など、多様性がある。そん
な人たちが日々共に切磋琢磨（せっさたくま）
しているのだから、すごいことです。
　大学に入った時は衝撃を受けました。当時
は日本で音楽の仕事もしていたし、「ちょっとジ
ャズもやってみるか」くらいの軽い気持ちで入
学したのですが、学校生活を送れないレベル
の実力の差を感じ、がく然としました。そこから
のスタートで、ここまで来ています。

―特に衝撃 を受けた当地のミュージシャン
を、1人挙げるとしたら?
　みんなそれぞれ、すばらしいですが……私

の室内楽団「m-unit」でも演奏している、ジェ
ーソン・リグビーのテナーサックスの音には驚き
ました。日本では、テナーサックスは艶っぽくて
分かりやすい音であることがほとんどなのです
が、彼の音は——タバコを吸って枯れた声の
よう。「同じ楽器なの？」ってくらい違うんです。
最初は慣れませんでしたが、今は「なんでこの
音が日本にないの？」と思ってしまいます。

―自身を振り返って、今、壁にぶつかってい
る若者には、どんなアドバイスを送りますか?
　当たり前なことかもしれませんが、自分を知
ることです。自分をプロデュースすることが、最
もやりたいことや、なりたい存在に近付ける道
だと思います。自分を客観的に厳しく見ること
は、自分自身がよくできるはずなので、それをし
っかりやっていくこと。
　ニューヨークに来た当初は、私も「さまざまな
ジャンルの音楽をかじったりピアノを弾いたり、
色々できるだろう」と安易に思っていましたが、
かじるどころじゃなく、厳しい世界だった(笑)。
だから「ジャズ作曲で勝負するしかない」と自
分を追い込みました。そうすれば、信じて努力
する他ないし、やがてそれが、やりがいにつな
がりましたね。

ノミネートは「通過点」のようなもの

―キャリアを重ね、今回グラミー賞にノミネ

母校のマンハッタン音楽院大学

©️ Popova Valeriya / Shutterstock.com
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ートされたというのは、大きいことだと思いま
す。今の率直な気持ちはいかがですか?
　大変名誉なことですが、私より周りの方が盛
り上がっているかもしれない。ジャズは狭い世
界なので、むしろ私としては、「ここまで長くやっ
てきたからには、（グラミー賞は）到達しなけれ
ばならない通過点」という気持ちがありました。
どちらかというと使命感です。到達が予想より
早かったことには、とてもびっくりしましたが。

―冷静に受け止めていますね。
　そうかもしれないですね。大学を卒業して、
初めてCDデビューが決まったとき（2012年）
にとても舞い上がった自分がいたので……。

「CDデビューもできたし、これでスターになれ
るだろう」くらい、安易に考えていたんですよね

（笑）。実際はそこからが本当に大変で、打ち
のめされたんです。
　だからこれからも、身近にある小さな仕事を
コツコツ続けて、努力していこうと思っていま
す。それで時々、大きなごほうびがもらえるよう
な星の下にある人生のようです。
　私はクラシック出身ですし、ユニークなバック
グラウンドだという自覚はあります。それでも、そ
れがきっかけでジャズを聴いてくださる人がい
ればうれしいです。お客さんがいないと成り立
たない世界ですから。

―これからも活躍が楽しみです。現在はど
ういった活動をされていますか?
　オランダにある、世界唯一のプロのジャズ管
弦楽団「メトロポール・オーケストラ」の客演常
任指揮者に就任しました。移動にリスクがある
中での最初のシーズンとなってしまいますが、

「デンマーク・ラジオ・ビッグバンド」首席指揮者
としての第2シーズンと共に、できる限り努力し
ながら、音や文化をつなぐ活動をしていきたい
と思います。

―自分の中で、いつかやってみたいお仕事は
何ですか?
　ベルリン交響楽団に自分の作品を指揮して
もらうこと。世界一の楽団で、大好きです。リハ
ーサルを一緒にやりたいですね。

―では、音楽以外でやりたいことは?
……生まれ変わったら飛行機の整備員になり
たいんですよね。

―空港で飛行機を誘導する……?
　そう! 飛行機を見るのが大好きなんです。乗
ることには興味がなくて、眺めるのが好き。窓
側の席に座れたら、ずっと外を見ています。で
も音楽しかやってこなかったし、理系じゃない
から、生まれ変わらないと無理かな（笑）。

挾間美帆・・・国立音楽大学クラシック作曲専攻を
卒業。東京フィルハーモニー交響楽団や坂本龍一
など、多方面に作・編曲作品を提供。2012年に来
米。マンハッタン音楽院大学院（ジャズ作曲専攻）
を卒業後、アルバム『Journey to Journey』でジャ
ズ作曲家としてメジャーデビュー。昨年リリースした
アルバム『Dancer in Nowhere』でグラミー賞大
規模ジャズ・アンサンブル部門にノミネートされた。
mihohazama.com
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※所要時間はマンハッタンから出発した場合。交通状況によって個人差があります。

Sleepy Hollow & Tarrytown Beacon

The Great Escape  
& Hurricane HarborAmerican Dream

Brotherhood
Winery

Woodbury Common 
Premium Outlet

Atlantic City

:1時間／ :30分
「首なし騎士伝説」や、ロックフェラー家の別荘
「カイカット」など、歴史的名所がチラホラ。

:2時間／ :1時間40分
現代美術館「Dia: Beacon」が名所。町自体は
かなり小さいので、のんびりしたい人向け。

:3時間30分
シックスフラッグが運営する大型遊園地で、アッ
プステートのレイクジョージにある。ウオーターパ
ークも併設! （臨時休業中）

:3時間30分／ :30分
ニュージャージーのショッピングモール。完全屋
内のスキーゲレンデ、ニコロデオンのテーマパー
クなど、やることいっぱい（臨時休業中）。

:1時間15分
ワシントンビルにあり、1839年
創業でアメリカ最古のワイナリ
ーとのこと。ワインのテースティ
ングもできる。

:1時間
人気ブランドが特別価格で買
える、人気の大規模アウトレット
モール! ツアーバスを出してい
る旅行代理店もある。

:2時間15分
東海岸最大規模のカジノの街
は、ニュージャージーにある。海
沿いのちょっとしたリゾートエリ
アだ。

お散歩お散歩

アウトドア

アート史 跡

遊園地
ショッピング

Photo by Jaime Martorano

© Dia Art Foundation, New York. 
Photo: Bill Jacobson Studio, New York. 
Courtesy Dia Art Foundation, New York

Photo by Josh Grenier (CC BY 2.0)Photo by Lindsey Vonn

ショッピング カジノグルメ
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Bear Mountain State Park Catskill Mountains

Thousand IslandsThe Hamptons

Sandy Hook Niagara Falls

:1時間
ハドソン川に面しており、軽いハイキングにもぴ
ったりの標高。メリーゴーランドなど子供向け施
設もある。

:2時間30分
夏はハイキング、冬はスキーで人気の山。カジノ
付きリゾートホテルもある。フライフィッシング発
祥の地でもあるそうだ。

:6時間
カナダとの国境に広がる、無数の島々からなる
リゾートエリア。魚釣りの他、城や灯台などの史
跡も充実。

:1時間50分
ロングアイランドにある、セレブ御用達の避暑
地。ビーチやおいしいレストラン、豊かな自然で
身も心もリフレッシュ!

:1時間30分／ :30分（5月から）
アメリカ最古の灯台が見下ろす、のどかなビー
チエリア。バードウオッチングも人気のアクティ
ビティーだ。

:6時間45分／ :11時間／ :1時間30分
いわずとしれた、世界の大滝。カナダ側に行く際
はパスポートに注意! カナダ側にはカジノリゾー
トもある（※8月現在は渡航非推奨）。

アウトドア
カジノ

アウトドア

カジノ

アウトドア

アウトドア

アウトドア

リゾート

観光名所

リゾート

Photo by Jason (CC BY 2.0) Photo by Wally Gobetz  (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo by Duncan Rawlinson (CC BY-NC 2.0)Photo by This is Awkward (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo by Shinya Suzuki (CC BY-ND 2.0) Photo by Peter Miller  (CC BY-NC-ND 2.0)

ハドソンバレーを散策

子供とのびのび遊ぶ

オトナが楽しむ週末

山登りに出掛けよう !

夏はリゾート気分で !

雄大な自然を眺める !  

あの都市にも行ってみよう
ハドソンバレーを散策

子供とのびのび遊ぶ

オトナが楽しむ週末

山登りに出掛けよう !

夏はリゾート気分で !

雄大な自然を眺める !  

あの都市にも行ってみよう
ハドソンバレーを散策

子供とのびのび遊ぶ

オトナが楽しむ週末

山登りに出掛けよう !

夏はリゾート気分で !

雄大な自然を眺める !  

あの都市にも行ってみよう



70   ニューヨークに住む

2020〜2021年版

現時点で、今年のイベント開催日は未定です。

★全米オープンテニス　　
ーーーーーーーーーーーーー
日本の祝日
10日  山の日　

7日  レイバー・デー
ーーーーーーーーーーーーー
★ニューヨーク映画祭
★サン・ジェンナーロ祭
ーーーーーーーーーーーーー
日本の祝日
21日  敬老の日
22日  秋分の日

12日  コロンバス・デー
31日  ハロウィーン
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

Halloween Events
★ビレッジ・ハロウィーン・パレード
★トンプキンス・スクエア・ハ
ロウィーン・ドッグ・パレード
★ライズ・オブ・ジャック・オ・ラ
ンタン
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
★NBA、NHL開幕

1日  ニューイヤー・デー
18日  キング牧師記念日
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★レストランウィーク
ーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の祝日　
1日  元日
11日  成人の日

15日  プレジデント・デー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★旧正月パレード＆フェス
ティバル
ーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の祝日
11日  建国記念日
23日  天皇誕生日

★セント・パトリック  
デー・パレード
★オーキッド・ショー
ーーーーーーーーーーーーー
日本の祝日
20日  春分の日

8月
9月

10月

4月

2月
3月

4日  イースター

ーーーーーーーーーーーーーー
日本の祝日
29日  昭和の日

Easter Events
★イースターパレード ＆ 
ボンネットフェスティバル
★イースターエッグハント

★桜まつり

年間イベントカレンダー年間イベントカレンダー
YORK

NEW

2021年

1月

US Open

Happ
y

  E
aste

r
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31日  メモリアル・デー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Memorial Day
★メモリアル・デー・パレード
★フリート・ウィーク・ニューヨーク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★シェークスピア・イン・ザ・パーク
★夏の無料映画上映
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の祝日
3日  憲法記念日
4日  みどりの日
5日  こどもの日

   LGBTQ月間
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4日  独立記念日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Independence Day
★メーシーズの花火大会
★ジャージーシティーの花火大会

26日  サンクスギビン
          グデー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Thanksgiving
★メーシーズ・サンクスギビングデーパレ
ード＆バルーン・インフレーション 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★「ブラックフライデー」と「サイバーマン
　デー」の大規模セール
★ニューヨーク・シティー・マラソン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の祝日
3日  文化の日 
23日  勤労感謝の日 

25日  クリスマス
ーーーーーーーーーーーーーーーー

Christmas Events
★クリスマスツリー点灯式 
　・ロッカフェラー・センター
　・ブライアントパーク
   ・セントラルパーク
   ・ニューヨーク証券取引所 etc.
★ホリデーマーケット
　・ユニオンスクエア
　・ブライアントパーク
　・コロンバスサークル

New Year's Eve
★タイムズスクエア・二ューイヤーズ・イブ

11月
12月

5月 6月

Pride Week
★ニューヨーク・シティー・プライド・マーチ
★プライドフェスト
★ワールド・ミューラル・プロジェクト

9/7	 レイバー・デー
10/12	 コロンバス・デー
11/11	 ベテランズ・デー
11/26	 サンクスギビング・デー

12/25	 クリスマス
1/1	 ニューイヤー・デー
1/18	 キング牧師記念日
2/15		 プレジデント・デー

5/31	 メモリアル・デー
7/4	 独立記念日※

アメリカの主な祝日／ Federal Holidays

2021

※2021年は7月4日が土曜日のため
振替休日となる

7月

Cheers!

BBQ

parade
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