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桜の開花は日本人にとって春の息吹の化身で
す。1年は1月に始まるのに、日本には独特の別
のカレンダーがあって、新年度は4月に始まりま
す。自然と共に生きてきた日本人は、長い冬を終
え草木が芽吹き花が開くこの時期を始まりの時、
再開の時と考えてきました。
数多くの花が日本にはありますが、その中でも特
に桜が日本人に愛される理由はなんでしょう。
満開になった時はこれでもかと雪のように木の枝
を豪華に覆い尽くし、風が吹くと舞う花びらは得も
言われぬ可憐さがあります。でも、あっという間に
散ってしまう。満開の時期はほんの少しで、2週間
も持てばいい方です。しかし、そのほんの少しの
期間しか見せない究極の美を日本人は貴重だと
感じるのです。桜が一年中ずっと咲き続けていた
ら、その魅力は半減してしまうでしょう。
栄華と衰退の法則の中で、日本人は強いだけの
ものを好みません。強いものの裏に隠れた弱い部
分があるからより強く感じるし、美しさの裏に枯れ
ていく事実があるからもっと美しく見える。見事な
花を咲かせる桜の木も、満開の陰にはすべての
葉を失って寒い冬を耐える姿があるということを
知っているのです。
東日本大震災で受けた傷はあまりにも深く、日本
は今大変な状態にあります。それは、まるで極寒
の中にある瀕死の桜のようです。でも、私たちは
信じています。日本も、桜のように必ずこの危機を
脱し、それを過去のものとし、笑顔で過ごせる平
穏な日が戻ってくることを。そして、その時初め
て、この自然の叱咤が我々に語りたかったことの
意味を理解できるのかもしれません。
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就職特集

Let's キャリア UP
なりたい自分になるための面接テクニック、略して「ナル面テクニック」。 面
接を成功させ、採用を勝ち取る為のカギを紹介します。
面接の目的は、採用した場合に期待通りの働きをして成果を上げる人物か
どうかを見ることです。採用担当者が面接で見る「成果の方程式」は、次の
ようなものになります。
＜成果の方程式＞
期待する成果＝ＤＩ Ｄ（過去の実績＝知識・能力、考え方）
×ＷＡＮＴ（意欲・行動、将来やりたいこと）
①ＤＩＤ（履歴書から分かること）
履歴書には、学歴（学校名や学位）と職歴（会社名やポジション、在籍年
数）、転職回数やその動機が書いてあります。あなたが持つ知識やスキル、
目指すキャリアゴールとそのための取り組み、仕事のスタイルと性格も見え
てきます。履歴書は大切な「自己ＰＲ」です。
②ＷＡＮＴ（履歴書から伝わらないもの）
履歴書の記載事項のいわば「隙間」にあり、直接話して伝えなければ分から
ないのが「志望動機」です。仕事とライフスタイルで具体的にやりたいこと、
10年、20年先の「キャリアゴール」（なりたい自分）が、そこに含まれます。
英語で言うと「I want to ～ now / in the future 」です。面接において、
ＷＡＮＴの部分が曖昧で信念が感じられないと、採用担当者はインパクトが
弱いという印象を受け、成果を出せる人物かどうか心配になります。逆に、
実力がそれほどでもない人は、この部分で意欲や行動力を強くアピールでき
れば、実力以上のポジションに就ける可能性もあります。面接で、このＤＩＤ
（自己ＰＲ）とＷＡＮＴ（志望動機＋キャリアゴール）に一貫性をもたせ、内容
の信憑性を高めることができれば、大成功。しっかりした信念があり、成果を
上げる人材だと思ってもらえます。
自己ＰＲに含まれるものは、過去の職歴や経験から得た知識やスキル、そし
て、あなたの性格的な部分である、仕事へのこだわりや取り組み姿勢が挙
げられます。面接では、履歴書をベースにこれらを具体的に伝え、自分が相
手が求める人物像に近く、採用した場合に期待される成果・結果を出す人材
だと判断して貰わなければなりません。履歴書は面接における台本となる訳
です。台本がしっかり作成されていなければ、面接での成功どころか面接の
チャンスを得ることすらできません。台本である履歴書は、慎重に作成しま
しょう。（USリマック代表
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葉 英禄）

(帰国生編）

おしらせ
三角横丁では、一緒に雑誌
づくりに参加してくれる三角
クルーを募集中です。原稿
を 書 い た り、取 材 に 行 っ た
り、編 集 の サ ポ ー ト を し た
り、製 本 した り、配布を し た
り・・・雑用もいろいろありま
すが、空き時間を 利用して
みんなボランティアでワイワ
イやっています。興味のある
方は三角横丁編集部までご
連絡ください。NCライフを充
実させるチャンスです！
sankakuyokochou@gmail.com

編集後記
地震被害が気になって
ネットの日本の速報に釘
付けで夜更かし、連日寝
不足の日々。何でもいい
から情報が欲しい被災当
初、目まぐるしく更新され
るTwitter のコメントを必死
で追っかけていたら、とうと
う頭痛がしてギブアップ。
過ぎたるは及ばざるがごと
し。Twitter やってます。

（ID: sankakuyokocho)
好きなことをつぶやいてく
ださい。待ってます。

* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.comまでeメールでお願いします。
* 三角横丁に記載の内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異
なる場合は事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その
団体・お店等にお願いします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2011年4月第19号 by 三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 山岸陽子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
三角横丁2011年4月号
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見て見て！ 三角掲示板

classified

生徒募集：裏千家茶道教室、初心者から経験者までレベルに合わせて丁寧に指
導、曜日・時間は相談応、許状取得システム有、Chapel Hill 967-2725 小野
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

生徒募集：TKI （トライアングル剣道居合道） 日本で剣道の経験のある方、もう一度
アメリカで楽しみませんか。もちろん初心者も大歓迎。剣道を通して思いがけな
い発見や交流、楽しみを！連絡 http:www.trianglekendoiaido.org/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

お琴教室の生徒さん随時募集：初心者から上級者まで。道具は一切必要ありませ
ん。詳しくはwww.ncsu.edu/ncjapancenter 。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

US Remac人材会社：アメリカでの就職、転職をお手伝いいたします。日本語で
お気軽にお問い合わせください。nc@usremac.com まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–-

アパート：安全で生活に便利な物件をお探しですか? お客様のご希望をお聞か
せください。お問い合わせ（919）215-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

賃貸物件：Triangle 地域の賃貸物件ならお任せください。タウンハウス、コンド
ミニアム、一戸建てと豊富な物件の中からお選びいただけます。919-215-4665
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

売り家：投資物件に最適。Chapel Hill、3BR 2Bath、UNC迄車で10分、公共バス・
ショッピングセンター・映画館・郵便局・レストラン・銀行全て徒歩5分 919-215-4665

三角横丁では、皆様から「見て見て!三角掲示板」に掲載する情報を
いつでも受け付けています。「売ります」「買います」「差し上げ
ます」「教えます」「探しています」「イベントのお知らせ」「メ
ンバー募集」などの情報を安価で掲載いたします。トライアングル
に住む日本人に効果的にアピールすることができます。詳しくは、
sankakuyokochou@gmail.com までe-mailでご連絡ください。

一般の方にご利用いただけるサービス（日常の通訳・専門的通訳、日米家庭教師）を
リーズナブルな料金で提供しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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～履歴書と就職活動のワンポイントアドバイス～
☆レジメを磨こう！
アメリカの就職活動で最も大切なのが、Resume（履歴書）。採用担当者の目を引くも
のがなければ、即ゴミ箱行き、面接の機会すら掴めません。よって、履歴書のスペルミ
スや文法ミスは致命的です。何度も内容を推敲して練り上げ、経験のあるアメリカ人に
添削して貰うことが大切です。記入例や記載時の注意点はネットで探せますし、求職
目的で本物の履歴書をネットに載せている人もいます。採用側になったつもりで多くの
サンプルを見れば、どこが大事かが理解できるでしょう。空白を入れ、太字や箇条書き
にして、読みやすいように工夫してください。要旨をまとめたCover Letterも必須です。
1） 用紙－1ページで簡潔に、最大2ページまで（手書き不可、上質紙に印刷する）
2） 個人情報－①名前、②住所、③電話、④e-mail （ふざけたアドレス名は避ける）
3） Objective－応募目的を簡潔に。
4） Qualification－過去の業績や職能を簡潔にまとめる。
5） Work Experience－新しい順に。①在籍年、②会社名、③会社所在地（市・州の
み）、④業務内容（最も大切な部分。職能や過去の業務を強調する。新卒は、専
攻に関連したインターンは記載可。空白期間は出来るだけ避けること）
6） 学歴－高い学位の順に。①学校名、②専攻（GPAが3.5以上なら成績も記載。奨
学金や受賞も記載）、③卒業年と学位（日本の学歴も含め、全ての学歴と卒業年を
列挙する。昔だからと記載しないのは逆効果。大卒以上であれば高校は省略可）
7） Skill－コンピュータスキルや業務関連の資格を記載する。
☆DOLを活用しよう！
就職活動で有用なツールは、DOL（労働局）です。いわゆるハローワーク。NC州なら、
www.nclabor.comをチェックし、近所のオフィスに一度足を運んでみましょう。求人が
検索できます。就活方法・レジメのサンプル・面接の問答集などのスグレモノの冊子が
貰えます。レジメの印刷・Fax 送付ができます。プロによるレジメ添削サービスがありま
す。コンピュータスキル・面接の受け方などの講座も毎週開催されています。市民や永
住権保持者なら、政府の補助で無料で通える大量の資格講座や専門学校のリストが
あり、紹介状を書いてくれます。DOLオフィスのアドバイザーはHR（人事・労務）の学位
を持ったプロで相談にのってくれます。これが全て『無料』。使わない手はありません。
☆使えるものは何でも使おう！
複数の人材紹介会社に登録しましょう。専門職で米系企業へ就職希望なら、ネットの
Monster.comなどへ登録をしてレジメを載せます。リクルーターは毎日チェックしている
ので、該当する求人があればすぐに電話が掛かってきます。文系で就労ビザが必要な
場合は、日系人材会社の方がチャンスが多いかも。リクルーターの手数料は採用した
会社側が払うので、出費を心配する必要は全くなし。また、会社のサイトで求人を載せ
ているところが多いです。興味のある会社へ片っ端からレジメを郵送するか、オンライ
ン応募しましょう。案外有益なのがクチコミやコネ。会社内で空きポストのリストを回し、
社員に紹介を奨励する会社が多いからです。友人知人には希望する職種を具体的に
伝えておくのも大切です。アメリカでチャンスは自分で掴むもの。Good Luck！（銀河）
三角横丁2011年4月号
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3月11日の東日本大震災の被災地の方、またご家族やご親戚、お友達等が
被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。 三角横丁編集部

震災により心が不安定になっている人へ
被災された人たちは、大変困難な状態にいて、その苦境は想像を絶するものがありま
す。日本から離れて住んでいても、何とか復興の手助けをしたいと思う人はたくさんいる
でしょう。それでもできることには限りがあり、中には、何もできない自分の無能さにイラ
立ち、自分はしょうながい人間ではないかと無気力になってしまう場合もあるようです。
地震当日からこれまで、大津波が家や車を押し流していく様子や家族や家を失った人の
インタビューが何度もテレビやインターネットで流れ、放射能汚染のニュースが大きく取り
上げられています。そういったたくさんの映像や情報を何度も受け続けているうちに、そ
れらに呪縛され、自分も彼らと同じように被災した気持ちになり、一部の人は強く悲観的
になってしまうことがあります。また、亡くなった人が大勢いるのに、自分は遠くにいて助
かってしまったのが罪であると感じたり（survivor’s guilt)、被災者が困難な生活をしてい
るのに、自分が遊びに行ったりするのは不謹慎だと感じ、普段の生活に積極的になれな
いこともあります。結果として自分が病むことになってしまう場合があるのです。
しかし、そのような精神状態になることで被災者を救えるわけではありませんし、自分が
病んでしまっては、家族や周りの人にもいい影響はありません。このような悪循環を断ち
切るのに役立ついくつかの方法を、Durham在住のLicensed Psychological Associateで
ある玉村あき子さんに紹介していただきました。
地震などのことで落ち込んでしまっている、常に緊張状態にいると感じたら、まずは自分
の気持ちと逆のことをしてみましょう（Act opposite)。例えば、外に出て植物や鳥の写真
を撮ったり、夏の旅行の計画を立てたり、コメディ番組を見て思いっきり笑ったり、新しい
レシピを考えてみたりするのもいいでしょう。深呼吸やストレッチをして、体をリラックスし
た状態にすることも効果的です。リラクゼーションの方法は以下のサイトが参考になりま
す：PMR 漸進的筋弛緩法：http://www.lessons4living.com/how.htm。軽い運動やヨガ、ピ
ラティスなども非常に効果的です。自分の思っていること、感じていることを全て書きだす
こともいいでしょう（この場合は手書きで）。ニュースなどの氾濫している情報に敏感にな
り過ぎている場合は、インターネットを使ったりテレビを観る時間を必要最低限にし、
ニュースをチェックしすぎないことも大切です。自分の健康をまず第一にしてください。

東日本大震災の被災者や被災地への義援金・募金
現在、日本やアメリカその他多くの国で支援活動・募金活動が行われています。日本赤
十字社や中央共同募金会への募金は、アメリカからクレジットカードでも可能です。集め
られたお金は地域別に、必要度などによって配分し、被災された方々へ届けられます。

トライアングル婦人会のお知らせ
第11回トライアングル婦人会「リトミック教室/賢い子供を育てる
には」では、日本からの特別ゲストである近野由美さんにお話を
伺いました。日本で幼児教室を25年経営なさっている近野さん
は、ドラマにもなったほどのベテラン先生です。「子供の集中力を
高めるには？」「物事をよく考えられる子供に育てるには？」「絵本の読み聞かせ方」な
ど、小さなお子様をお持ちの方たちに是非聞いていただきたい内容がたくさん飛び出
しました。近野先生は来年も同じ時期に、日本から出張教室を開いて下さる予定で
す。今回見逃したママさんや新しくママになられる方は、是非来年はご参加下さいね！
「第12回トライアングル婦人会」
内容） あなたの背骨は大丈夫？
日時） 2011年5月13日11時半より
場所） Durham
昼食） ポットラック形式（一品お持ちください）
申込） 荒竹 yaratake@email.unc.edu
山岸 yamagishiyoko@gmail.com
初めての方もどうぞお気軽にご参加ください。女性ならどなたでも参加できます。
参加希望の方は申し込みをしてください。申し込みの際、詳細をお知らせいたします。

Josey Miketa
Mortgage Loan Officer
2009 Affiliate/Associate of The Year

SunTrust Mortgate, Inc.
サントラストバンクでは、お客様
のご希望、ご予算に合わせた家の
ローンをご紹介しております。
日本語でのお問い合わせは
Reiko Powell まで：919-932-4204

お問い合わせは
日本語でどうぞ

http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html （日本語）
http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/Vcms4_00002070.html （English）

http://american.redcross.org/site/PageServer?pagename=ntld_main

http://www.akaihane.or.jp/er/index.html
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1414 Raleigh Rd. Suite 120
Chapel Hill, NC 27517
Tel:919-918-2463
Cell: 919-239-3537
Fax: 919-932-4202
Josey.miketa@suntrust.com
www.suntrustmortgage.com/jmiketa

Yoko Yamagishi
Realtor/Broker/QSC
801 Tinkerbell Rd.
Chapel Hill, NC 27517
Phone: (919)215-4665
yamagishiyoko@gmail.com

不動産関係、Relocationのプロ
フェッショナル。25年以上の経験
と知識を生かしたアドバイスで
アメリカ生活安心スタート！
yokoyamagishi.com
三角横丁2011年4月号
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4月～6月 トライアングルの

イベント・スケジュール

ファミリー・子供向け
4/5-10

Shrek the Musical

4/10

Scavenger Hunt with Prizes

4/15-16

Snow White and the Seven Dwarf
Easter Egg Hunt
- Homestead Community Park,
Chapel Hill
- Anderson Point Park, Raleigh
- Durant Nature Park
- Moore Square Park, Raleigh
Earth Day

4/16
4/16
4/21
4/23
5/1
5/22

Imagination Movers

5/24-25

Monty Python's

6/3-5

Sesame Street Live 1.2.3

♪

DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com
Southern Community Park, Chapel Hill
www.ci.chapel-hill.nc.us
Fletcher Opera Theater in Raleigh
www.progressenergycenter.com
www.ci.chapel-hill.nc.us
www.raleighnc.gov
events.triangle.com
www.raleigheaster.com/
Central Park, Durham
www.durhamnc.gov/departments/parks/
earthday/
DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com
DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com
RBC Center, Raleigh
http://www.rbccenter.com/

音楽・演劇

4/14-17

Monet-Carolina Ballet

4/15

Neil Young

4/29

Shakespeare in Music

6/15

Hello Dolly

5/21

Steve Martin with The Steep
Canyon Rangers

5/31

Primus

6/3

B.B King

Memorial Auditorium, Raleigh
www.progressenergycenter.com
DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com
Meymandi Concert Hal, Raleigh
www.progressenergycenter.com
Memorial Auditorium, Raleigh
www.progressenergycenter.com
DPAC, Durham
www.dpacnc.com
Memorial Auditorium, Raleigh
www.progressenergycenter.com
DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com

東日本大震災支援

チャリティーコンサートのお知らせ

東日本大震災にともない、トライアングル地区でクラシック音楽を愛する子供達を含む数
人が集まって、震災支援のチャリティー・コンサートを行います。第一部はビオラとピアノ
による日本の歌（七つの子、赤とんぼ等）の演奏、第二部は弦楽器を中心としたクラッシッ
クの音楽です。入場料は無料ですが、皆さまからの募金をお願いしたいと思います。
日時： 4月16日（土）5時半開場、6時開演 （コンサート後レセプション有）
場所： Umstead Park United Church of Christ（教会）
8208 Brownleigh Drive, Raleigh, NC27617
お問い合わせ： japanbenefitconcert@gmail.com
大勢の方のご来場をお待ちしております。
日本クラブ Nippon Club of the Triangleが震災支援の募金活動を開始
トライアングル日本クラブでは、東日本大震災被災者に対する義援金を募金することにな
りました。募金にご協力いただける方は、「Nippon Club of the Triangle」宛の小切手を下
記の住所まで郵送してください。その際、memo/forの欄に「震災支援」または「Tsunami
Relief」と明記してください。
送り先：Nippon Club of the Triangle
4013 George Wynd Raleigh, NC 27612

音楽で復興を支援しよう！（売上は日本赤十字社に寄付されます）
SONGS FOR JAPAN
世界的トップミュージシャン38組がレコード会社の垣根を越えて作ったコン
ピレーション・アルバム「SONGS FOR JAPAN」が、アメリカのＥＭＩより3月
15日に発売されました。Amazonやi-tuneストアなどで買うことができます。

アイのうた
日本のアーティスト79組が参加して作られた大震災の復興支援のチャリ
ティー・アルバム「アイのうた」は4月2日ユニバーサルミュージックより発売
開始。こちらは、i-tuneのみの限定発売です。参加ミュージシャンは、福山
雅治、徳永英明、ビリー・バンバン、海援隊、加藤登紀子・チャゲ他です。

日本人関連イベント
4/16
4/22

5/18

5/20
5/7～29
5/29

東日本大震災支援チャリティーコンサート Umstead Park United Church of Christ,
（日本人子女参加クラッシックコンサート） Raleigh
The Pour House Music Hall, Raleigh
Fujiyama Roll
Live for Japan Disaster Relief
'Rising Hope'
全日本女子 vs. 全米女子サッカー試合 Wake Med Soccer Park, Cary
試合開始7：00pm
Jessee's Coffee, Carrboro
Fujiyama Roll Live 8:00pm
Convention Center, Raleigh
Animazement (アニメの祭典）
http://animazement.org/
http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/
日本人会ピクニック

* 前売り券、当日券が必要なものについては、ウェブサイト等でご確認ください。
三角横丁2011年４月号
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東日本大震災‐東京の様子
コンピューターを開いている私にメールが飛び込んできた。東京にいる娘からだった。
「おばあちゃんにすぐ電話して！」たったそれだけのメールだった。私は母に何かあったの
かと思い、胸騒ぎがする中、急いで日本の実家に電話を入れた。学校にいた娘は、携帯
電話で海外にいる私に短いメールを打ち、恐ろしい揺れの中ひとりで家にいるだろう祖母
の安否を気遣ったのだ。私には、そのメールがこの未曾有の出来事を知る最初だった。
電話をしている間にも「あ、また揺れている！」という言葉を何度も聞いたが、母は無事に
家にいて、東京の実家はそれほどの被害を受けずに済んだ。娘の学校では、地震の後、
すぐに全校生徒が校庭のテニスコートに集合した。学校は親と連絡を取り、親が迎えに来
た生徒から順に家に帰していった。「このあとどうなるの？」と不安なメールを送ってきた娘
は、私の母と東京で二人暮らし。私は海外で迎えに行くことは不可能だ。それにあっという
間に東京中の電車がストップしてしまい、たとえ歩いて帰るとしても電車で片道1時間半の
距離は遠すぎる。結局、娘は学校の近くの友達の家に泊まらせてもらうことになった。
数日後、私は機上の人となった。どうしても母と娘を助けなければいけないという切迫感
に動かされていた。フライトアテンダントの人数の方が乗客より多いのではないかと思うほ
ど機内はガラガラだった。成田からは、成田エクスプレスも京成ライナーも動いていなかっ
たので各駅停車しかチョイスがない。どの駅のエレベーターもエスカレーターも動いていな
いし、まず駅に人が少なすぎる。これが東京か？と思った。連日のニュースサイトでは、放
射能汚染に慄いた外国人がこぞって日本から退避していて、日本発の便は混雑してチ
ケットが取れないほどだと聞いていたのだが、逆のルートの閑散さは異常なほどだった。
次の日、実家の近くのスーパーに行ったが、閉まっていて「地震に伴う営業時間変更のお
知らせ」が貼ってあった。夕方から数時間しか開かないという。仕方ないので、出直して
行ってみたら、薄暗い店内は身動きが取れないほどの人人人…。そして買おうと思ってい
たお米も卵も棚にはなかった。パンもなくなっていて、予定と違うものいくつか買った。それ
ぞれのレジには50人くらいが蛇のように並んでいて、最後尾を探すのに店員が整理に当
たっていた。
計画停電の実施に伴い、電車は間引き運転。繁華街も夜はネオンを極力減らしていて暗
い。東京の名物である渋谷駅前の大きなテレビスクリーンも消えている。企業も社員を自
宅勤務にしている所が多くある。東京はゴーストタウンのようだ。戦争を体験していない私
でも、これは戦時下のようだと感じる。こんな不気味な東京を今まで見たことがない。
今、日本が体験していること、それは歴史的に見ても特筆すべき惨事である。マグニ
チュード9.0、町を飲み込んだ津波、2万8千人以上の死亡・行方不明者、避難民は数十万
人にも上る。いくつもの原子力発電所の事故。テレビを付けても、新聞を読んでも、イン
ターネットを開いても、地震と原発事故関連のニュース一色だ。あまりにも酷すぎる光
景！映画製作者でも思いつかなかっただろう。地面はゴウゴウと唸り、津波は家々をマッ
チ箱とのごとく簡卖に破壊し、そこにいた命を飲み込んでいった。こんなことが起こり得る
と誰が想像しただろうか。ニュースを見るたびに、被災地の映像が映るたびに、被災者の
インタビューを聞くたびに、涙が止まらない。今も、寒い被災地で辛い眠れない夜を送って
いる人たちがたくさんいる。家を失くした人がたくさんいる。家族が見つからない人がたくさ
んいる。これからどうやって生きていったらいいか途方に暮れている人がたくさんいる。日
本は今危機にある。この辛い危機を乗り越えて復興し、また平和で暖かい日を迎えるた
めに、今、私たちひとりひとりができることを考えて、行動に移していこうではないか。
（緋美胡、東京都出身、フリーライター）
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African Cats （ドキュメンタリー、冒険、自然）G、 4/22公開
アース・デーに公開するドキュメンタリー。アフリカのサバンナに生きる動物の家族の姿。
幼い子を守り育てるチーターの母親や、ライオンの父親など、美しく壮大な自然に感動！
Apollo 18 (SF、スリラー) NR、 4/22公開
月への有人探査はアポロ17号が最後のはずだが、実はその10年後、二人の宇宙飛行
士が月へ送られていた。それ以降、人類は二度と月へ行こうとはしない。その理由とは？
Dumbstruck (ドキュメンタリー) PG、4/22公開
実在の腹話術師たちが何人も登場。彼らにスポットを当てる。13歳の少年ディラン、元ミ
ス・オハイオのキム、ウォールマートのウィルマなど、彼らの夢は正にアメリカンドリーム。
Water For Elephants (ロマンス、ドラマ) NR 4/22公開
大恐慌時代のアメリカ。貧乏な獣医学生のヤコブは旅のサーカスに入団。そこで美しいマ
レーネに恋をするが、マレーネの夫はサーカス団のボス。ベストセラー小説の映画化。
Fast Five （アクション、スリラー) NR、 4/29公開
スピード狂にはたまらないスリルとアクションが連続のこの映画は、まるでゲームの世界
に入ったよう。ドム、ブライアン、ミアと彼らを追う警察官たち。物語より映像にドキドキ！
Prom （コメディ、ドキュメンタリー) PG、4/29公開
高校にとって一番重要な日、それは高校最後のフォーマルダンスであるプロム。誰とパー
トナーになるかが大問題。女の子にとっても男の子にとっても、ああ～！もう頭が痛い！
The Beaver (コメディ、ドラマ) NR、 5/20公開
ジョディ・フォスター監督・助演、メル・ギブソン主演のダークコメディ。ウォールターは仕事
も家庭も充実していたはずだったが、ある日、妻と子供が去った。心の支えはビーバー？
Bridesmaids （コメディ) R、5/13公開
「The 40-Year-Old Virgin」のジャド・アパトー監督による結婚コメディ。花嫁の補佐役メイ
ド・オブ・オナーとブライド・メイド達は皆、花嫁の友達。イエイ張り切って盛り上げちゃお！
The First Grade （ドラマ) PG13、5/13公開
ケニアの奥地。初等教育を無料で受けられるという通達に多くの子供が殺到した。そこに
現れたもう一人の入学希望者は84歳。彼は徐々に子供達と心を通わせ読み方を学ぶ。

バケーションのご相談や一時帰国の手配など
日本語でお気軽にお問い合わせください。
代表： (919) 942–4196
日本語担当： (919) 913—2705
anegi@trvlnk.com
根木暁/Akira Negi
Southern Village Business
Center, Chapel Hill
三角横丁2011年4月号
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
春休みやアース・デーがあるためか、今回はドキュメンタリーフィルム
が多く、どれもかなり興味深い出来です。「Circo」「Born To Be Wild」
「African Cats」など、自然の驚異や人のひたむきに生きる姿は、年齢に関係なく純粋
に感動できるものです。 その他のお勧めは、歴史好きな人にはレッド・フォード監督の
「Conspirator」、みんなで楽しむなら「Hop」、ちょっと真面目に「The First Grader」など。
（緋美胡：東京都出身、フリーライター）
Circo (ドキュメンタリー、スペイン語で英語字幕付き） NR、4/8公開
どさ回りサーカス一座であるポンス家のドキュメンタリー感動映画。演技の裏にある葛藤
に涙！借金と戦い、子供たちに芸を教え、家族の意義を探りながらのメキシコの旅。
Hop (CGアニメ、コメディ、アクション）PG、4/1公開
子供から大人まで楽しめるイースター映画。イービーというティーンエージャーのイース
ターバニーがドラマーになる夢を追ってハリウッドへ行く途中に巻き起こす珍騒動とは？
Insidious (ホラー) PG13、4/1公開
恐怖映画「Saw」監督・脚本チームによる新作ホラー。新しい家に引っ越してきたばかり
の家族。子供が突然昏睡状態に陥ったのは悪霊が家に取り付いていたからではない！
Source Code (アクション、SF、スリラー) PG13、4/1公開
政府が開発したプログラム「ソース・コード」は人の意識下に8分間入り込むことができ
る。事件の謎を解くために犠牲者の意識下に入り込んだコルターが探り出したものは？
Born To Be Wild (IMA、アドベンチャー、ドキュメンタリー) G、4/8公開
ボルネオ島やケニア、熱帯雤林などからの貴重な動物たちの映像を３Dで。孤児のオラ
ンウータンと小象を育てる人々。動物と人々の愛情溢れる触れ合いに心を打たれます。
Arthur (コメディ、ロマンス）NR、4/8公開
言われたことだけしてればいいし、困りごとは全部ナニーにお任せ。そんなアーサーが
世紀の大決断。親のいう通りの結婚か、すべてを捨てお金では買えない愛を取るか？
Hanna （アクション、ドラマ、スリラー）PG13、4/8公開
元CIAの父親に、生まれた時から殺人鬼になるための教育を受け続けた少女ハンナ（シ
アーシャ・ローナン）。普通の少女への憧れを抱く姿とカッコいいアクションが見どころ。
Soul Surfer (ドラマ、伝記、ファミリー) NR、4/8公開
15歳の時シャークに襲われて片腕を失くしながらも、不屈の努力でチャンピオンの座に
返り咲いたサーファー、ベサ二ー・ハミルトンの本当にあった話を映画化。ハワイロケ。
The Conspirator (ドラマ、伝記、歴史) NR、 4/15公開
ロバート・レッドフォード監督の歴史的伝記ドラマ。リンカーン大統領らの暗殺計画者に
家を貸したとして共犯にされたメアリー・サラット。その弁護を受け持つ若きフレドリック。
Rio （コメディ、冒険、ファミリー、アニメ、３D）PG、4/15公開
「アイス・エイジ」の製作チームによるアニメ冒険映画。ブルーは籠の中で飛ぶことさえ体
験したことがないインコ。友達のリンダと一緒にまだ見ぬ彼女に会うため、リオへ行く。
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「うちの子の学校はいい学校？」パート１
知り合いの方から、「うちの子が通っているA学校はいい
学校ですか？」という質問をよく受けます。仕事柄、チャ
ペルヒルとカーボロの学校区には頻繁に通訳に行ってい
るので、学校の校風はよくわかりますが、この質問に答
えるのはとてもむずかしいです。また、「友達のお子さん
があまりよくないと言われている地区のB学校に通わせ
ているんですけど、友達はすごくいい学校だと言っていますが、どう思いますか？」という
質問もよく受けますが、これも一言で答えるのは難しいです。まず、いい学校というのは
何を基準にして言っているのかわからないからです。
親が学校に対して満足する場合は、以下の条件を満たしている場合だと私は考えます。
一つの学校がこの全部を満たすことはまずありえませんが、この中で親が何に基準を置
いているかによって、いい学校かどうかの答えが出るような気がします。
1） 校長先生の考え方が合うか。何か大きな問題が起きた時、最後は校長先生の判断や
裁量にまかされます。親と校長先生の考え方が合わないと、どこまで話し合っても平
行線で、自分が考えているような解決策にならないからです。
2） 担任の先生。ほとんどの時間を担任の先生と子供は一緒に過ごすわけなので、担任
の先生の考え方や接し方が、クラスに反映されます。教育経験が長い教師は、日本
人で英語がまだわからない子供の接し方にも慣れています。また教材も豊富なので、
プロジェクトワークなども楽しいです。
3） クラスの中に親友がいるか。親にとっては子供が毎日楽しそうに学校に通うのが何よ
りの安心です。子供にとっては同じ年の友達を通して学ぶこともたくさんあります。
4） クラスのお母さん達がどのくらい協力的か。小学校低学年では、親がクラスでボラン
ティアをしているのをよく目にします。リーディングが苦手の子供の手助けしたり、教室
の飾り付けを手伝ったり、色々な面で担任の先生をサポートしています。どのくらいの
親がそれに参加しているかも重要です。学年の初めに父母会が行われますが、その
時、クラスのどのくらいの父兄が集まるかによってだいたい予想がつきます。またその
父母会でどのくらい積極的に父兄が発言するかも判断の一つです。
5） スコア・カリキュラム。３年生からはリーディングと算数の学年末テストが行われ毎年
学校の平均点が発表されます。そのスコアで、学校に通う子供達の教育達成度が判
断できます。また学校のカリキュラムによっては、gifted classと呼ばれる才能のある子
供達の特別クラスが用意されている場合もあります。
6）ESLの先生。英語が上手でない子供は一週間に何回かESLの
クラスに行きます。ESLの先生が、他の勉強やプロジェクトを助
けてくれることもあり ます。また授業以外で困っていることに積
極的に相談にのってくれる先生もいます。
7）学校が安全であること。これは、外部の人が簡卖に入れないよ
うに校舎が工夫されているかどうかです。最近建てられた校舎
は安全性についてずいぶん配慮されているようです。
（荒竹由紀、Chapel Hill在住、UNC日本語教師、Chapel Hill学校
区専任通訳翻訳者）
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7

姉妹都市富山市交流プログラムとDuke Gardensの茶会
ダーラム市・富山市の姉妹都市青年交換留学の一環として、
今夏、30名のダーラム市の中学生が富山市を訪問します。こ
の試みは1995年より始まり、数えて6回目となりますが、昨年
9月は中学生代表団が富山市よりダラム市へ、続いてこの夏
にダーラム市より富山市を訪問して完結することになります。
この夏の代表団は、主にダーラム児童合唱団からの中学生で構成されており、富山で
いくつかのコンサートを予定しています。現在、「証誠寺の狸囃子」「さくらさくら」の２曲
を日本語で歌う練習に励んでいます。富山市滞在中、生徒たちはホームステイを経験
し、地元の中学校に通い、富山の名所旧跡を訪問します。さらに、富山に向かう途中
で東京に立ち寄り、城下町金沢で締めくくります。生徒たちは富山への訪問に向けて、
日本の慣習や日本語を学んでいますが、更に、日本の民話を学び、デュークガーデン
で日本の茶道を体験し、和食を調理し味わうプログラムを予定しています。富山市へ
の中学生訪問に向けて、お手伝いしていただける方がいらっしゃいましたら、ナン
シー・ハミルトンまでeメール(nancy.hamilton@duke.edu)にてご連絡ください。

デュークガーデンでの茶道プログラムは、お陰さまで皆様に受け入れられ、参加者も
増えてまいりました。デュークガーデンの茶室でのアカデミックプログラムも今年で２年
目を迎えました。一般向けに行われる茶会（要事前申込）は春と秋に毎月予定されま
す。特に人気の高い催しは、春に催される雛祭り茶会と子どもの日茶会（どちらも土曜
開催）、昨年秋に初開催した月見茶会です。一般向けの月例茶会に加え、デューク
ガーデンで稽古中のグループは、全学齢向けの茶道を通した教育的なプログラムを
行っています。2010年11月には、Duke大学とノースカロライナ大学両校で6クラスの
プログラムが茶室で行われました。今春の催しは以下の通りです。
4/3(日) さくらまつり
4/22(金) 花見茶会
5/6(金)・7(土) 子どもの日茶会
今秋のプログラムは5月に告知される予定です。
お申込みはデュークガーデンまでお電話(668-1707)
にてお願いします。イベントやデュークガーデンの茶道
プログラムに関すお問い合わせは、デュークガーデン
Cultural Programming Coordinator ナンシー・ハミルトン
（nancy.hamilton@duke.edu）までお願いします。
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子育ては親育て
「Do Not List」
18ヶ月から2歳児の子供を持つお母さんとお父さんのために、子育てに関する「Do not
List 」を作ってみました。
１．子どもに前もって伝えずに、いつもの生活時間を急に変更しないこと。
たとえ18ヶ月の子にも、目を見ながらきちんと言葉で伝えて下さい。
２．生活時間の中で重要なことや時間は、子どもにYes・Noの選択肢を与えないこと。
子どもが「嫌だ、やりたくない」と答えがわかっている質問はしないこと。
３. 物をねだったり、強情な態度みせても、感情的に怒ったりしないこと。
これは、この年齢の成長過程のひとつです。マイナスな性格と捉えずに、子どもは成
長しているという意味で見守る余裕を持って接してください。
４．いつも離さない毛布の切れ端やぬいぐるみは無
理に取り上げないこと。
指しゃぶりも無理にやめさせないこと。この時期
の子どもの心の中にある安心感を取り上げるこ
とになってしまいます。
５．周囲の子供たちとおもちゃを分け合うなど協調
性を求めないこと。
コミュニケーション能力は 3歳から発達します。
このリストはほんの一例ですし、成長過程と言っても、それで親は何もしないで見守って
いれば良いのではありません。それぞれの親が、最良の方法で子どもを支え、助け、そ
して躾けることが大切です。子どもが通過するいろいろな行動が成長過程のひとつとし
て理解できていれば、親がその時期に応じて適切な言動や行動ができます。毎日の忙
しさに見過ごしてしまいそうな小さな成長も、子どもにとっては大事な時間なのです。
（坂井久美子、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭）
サッカー全日本女子代表（なでしこジャパン）NCトラアングル遠征試合@CARY
全日本女子代表サッカーチームが、アメリカ遠征し、CaryにあるWake Med Soccer Parkで
全米女子代表チームと対戦します。是非、みんなで全日本チームを応援に行きましょう！
日時：5月18日（水）7:00pm 試合開始
場所：Wake Med Soccer Park, 201 Soccer Park Drive, Cary NC 27511
チケットは、ticketmaster.com で。

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式

Angel Roses Florist

YANG LU, CPA/米国公認会計士
（早稲田大学院国際経営修士）
会 社 設 立、税 務 申 告 書、ペ イ ロ ー
ル、記帳代行等,日本語でお気軽に
お問い合わせください。

フローリスト（宇山）
919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com

P.O. Box 215
Morrisville, NC 27560
Phone: 919-656-6704
Email: luyangcpacfa@yahoo.com
三角横丁2011年4月号
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お土産にUNCグッズはいかが？
街を歩いていると、大学の名前が入ったＴシャツや帽子を身につけている人たちをよく見
かけるのではないでしょうか。アメリカではプロスポーツはもちろんですが、大学のス
ポーツもとても盛んで、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球など、様々なス
ポーツに力を注いでいます。それぞれの大学にはスクールカラーとマスコットが存在し、
スクールカラーのＴシャツや帽子を身につけて試合会場に足を運ぶのが定番になってい
ます。ファンの層も幅広く、小さい子供や高齢者の方も試合観戦に訪れます。なかには
顔や腕に大学の名前をペイントしたりする熱狂的なファンもいます。このようにアメリカで
は大学でのスポーツが地域に根付き、愛される存在になっています。
そこで今回はチャペルヒルのフランクリンストリート沿いにあるUNCグッズの専門店「THE
ＳＨＲＵＮＫＥＮ HEAD BOUTIQUE」をご紹介します。1969年にオープンして以来、家族三
代で経営しているお店で、店内にはUNCグッズが所狭しに並んでいます。オーナーのイ
チ押しはUNCの名前が書いてあるTシャツの背中や袖にアル
ファベットや数字が無料で入れられるオリジナルTシャツ。また、
お土産として喜ばれているのは本に挟むしおりやピンバッチな
どの小物類。UNCファンの方、お土産探しに苦労なさっている方
C
は一度覗いてみてはいかがでしょうか。SHRUNKENファミリーが
UN
笑顔で迎えてくれることでしょう。 （Katsu、チャペルヒル在住）
「THE SHRUNKEN HEAD BOUTIQUE」
155 E. Franklin St. Chapel Hill, NC 27514

Earth Day 4月22日 act.earthday.org
アースデー発祥の歴史
1960年代初期の地球環境問題が懸念される中、1963
年に当選したウィスコンシン州上院議員ゲイロード・ネル
ソンによって地球環境保護の重要性を議会で初めて提
案されました。ネルソン議員は、政治的・産業的圧力に
よって抑えられていたにもかかわらず、あきらめずに地
球環境保護の重要性を唱え続けました。その一方でカリ
フォルニアの太平洋湾岸沖原油流出など地球環境の危
機にさらされる出来事をきっかけに1969年9月9日、ネルソン上院議員はシアトルのある
小さな集団対象のスピーチの中で「1970年4月22日に首都ワシントンDCで「国民が環境
について学ぶ日」を制定する」ことを提案しました。そのシアトルの小さな集団から全米
に草の根運動が広がり、1970年4月22日には2千万人もの地球愛護家が首都に集いま
した。
その後40年以上アースデー団体は地球環境を保護するだけでなく、地球住民へ最善の
住環境を保護・維持していこうという呼びかけ運動が続いています。
アースデー創始者のゲイロード・ネルソンについて、詳しくはこのホームページをご覧くだ
さい。nelsonearthday.net

地球環境保護運動の一環として個人ができること
大学男子バスケットボール 試合結果速報
Duke対UNCの試合結果：2/9 Duke won、3/5 UNC won、3/13 Duke won
NCAA MARCH MADNESS
DUKE：昨年ＮＣＡＡ全米チャンピオンだったDuke大学は、NCAAの第2シー
ドで最初の２戦を勝ち進み、Sweet 16（ベスト16）まで行きました
が、3月24日の対アリゾナ大学戦において93対７７で敗れました。
UNC：NCAA第５シードで最初の３戦を勝ち進み、Elite 8（ベスト8）まで行き期待されました
が、3月27 日の対ケンタッキー大学戦において76対69で惜しくも敗れました。
Wake Forest とNC State：今年はNCAAに出る前に敗れてしまいました。
来年に乞ご期待！来年も熱く応援するぞ！フレーフレー！

節電、節水、エコバッグは家庭で簡卖にできるエコ活動として定着しつつありますが、そ
のほかに各家庭で地球環境のために実行できることって何？昨今のメキシコ湾岸原油
流出や、東日本大震災被害による福原原子力発電所の放射能汚染問題など、エネル
ギー供給が環境破壊と隣り合わせで住環境の危機を感じることが多い中、省エネを再
認識することから始めてみてはどうでしょう？
地元ノースキャロライナではアースデー前後の週末に「ファームツ
アー」と題し、地元農家の公開見学日を設定しています。今年は4
月16日と17日に開催されます。地元にたくさんの小規模農家が
多く健在することを再認識するとともに、動植物の生命が人間の
食物となる一連の経過などを学ぶことができます。詳細はホーム
ページで確認しお出かけ下さい。carolinafarmstewards.org
ノースキャロライナ州には州経営のものから地域運営のファーマーズマーケットが多く点
在し、生産者から直接購入することで輸送にかかるエネルギーを浪費することなく食物
を確保できることを再認識できます。農場、ファーマーズマーケットのリストはNC州農務
省のホームページをご覧ください。ncfarmfresh.com
またNC州農務省では地元の自給力アップのため日常消費するの食材のうちの１割を地
元調達しようと「NC 10%」キャンペーンも実施中です。ncsu.edu/project/nc10percent
その他にもアースデーのホームページ act.earthday.org からは日常生活で少しず
つ採用できそうな地球環境にやさしい暮らし方のアイデアがたくさん載っています。今年
のアースデーを機会にも日常エコ生活のレベルアップを始めてみませんか？
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法律相談 「ちょっと教えてください」
～H-1Bの申請が4月1日からスタート～
今回は、アメリカで働きたい留学生が最も気になる短期就労ビ
ザH-1Bビザについてお伺いしました。
1） F-1ビザで大学を卒業した後で就労しています。会社が労働
ビザをサポートしてくれるということなのですが、H-1Bビザの申
請が可能ですか？
大学を卒業していることはH-1Bビザの最低条件の一つですが、それだけでは判断する
ことはできません。H-1Bビザでの職種が大学卒業以上の学歴を要求し、あなたがそれ
に関連する学位を持っていなくてはなりません。英語の学位を持っている人が会計関連
のポジションでH-1Bの申請はできないということです。その他、スポンサー企業も州の
定める最低賃金以上の給与を支給することを約束し、また支払える能力があることも要
求されています。
2） H-1Bの発行数に限度があると聞いていますが、正しいですか？
移民局はその会計年度（10月1日から9月30日）に発行するH-1Bの数を65,000人とす
る限度を設けています。これとは別に20,000人の枞が米国内でマスター以上の学位を
取得した人を対象に設けられています。
3） 4月1日まで新規のH-1Bの申請ができないと聞きましたが、
本当ですか？
申請は、勤務開始の半年前から提出することができますので、
2011年10月1日から始まる（2012年会計年度）新規枞対象のH1Bは4月1日にならないと申請ができません。それ以前にH-1Bで
の勤務を開始したい場合には、申請の段階で、2011年会計年度
のH-1Bの発行枞数がまだ残っている必要があります。（2011年
1月18日で、残りはおよそ5000となっています）

AUTOPARK
HONDA

イチゴを摘みに行こう！
4月と5月はイチゴのシーズン。朝早起きしてイチゴ摘みに出かけましょう。
Douglas’ Strawberry Patch
123 Johnson Cemetary Rd., Sanford, NC 27332

919-353-2399

DJ’s Berry Patch
1223 Salem Church Rd., Apex, NC 27523

919-600-4020

Jean’s Berry Patch
3003 N. NC Hwy. 751, Apex, NC 27523

919-362-5800

Ball Berries & Produce
5204 Rock Service Station Rd., Raleigh, NC 27603

919-772-6021

Hunt’s Strawberries
4505 Watkins Rd., Raleigh, NC 27616

919-266-1619

Pope’s Strawberries
1305 Fayetteville St., Knightsdale, NC 27545

919-266-3767

超簡単：アメリカの食材で美味しい和食
Heart of Palms（椰子の葉の芯)の甘酢味噌和え
材料
- Heart of palms 1/2 缶
- キュウリ1/2本
- ワカメ 適宜
- 刻みネギ 適宜
- 甘酢味噌（以下を混ぜる）
- 味噌(お好きな味噌) 大さじ1
- 酢 (お好きな酢で) 大さじ2
- 砂糖 大さじ1
-酒 大さじ2
- しょうがのすりおろし 小さじ1
- お好みで七味唐辛子 適宜

作り方
1.キュウリとheart of palms は薄切りにします。
ワカメは一口大にきります。
2. 甘酢味噌の材料をまぜます。
3. 1の材料の上に甘酢味噌を回しかけます。
4. 刻みネギと七味唐辛子をお好みで添えて。
Heart of palm の歯ごたえを楽
しんでください。
アレンジ：お素麺にのっけて
ぶっかけ風に。少し麺つゆを
かけてくださいね。
(坂井久美子）

オソオセヨ！
韓国の本物の味わいをどうぞ

JON. D. CHOI
Phone: 919-389-5850
2100 Auto Park Boulevard, Cary
NC 27511
10
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4） 全てのH-1Bが枞数の対象になるのですか？

EVOS
住所）1800 E. Franklin St.
Chapel Hill, NC 27514
電話) 919-929-5867
営業時間）月曜～日曜 11 AM～10 PM
www.evos.com/
トレダージョーのすぐ近くの大繁盛のハンバーガーショップ。店内は緑色で装
飾され、爽やかな自然を連想させます。このお店のこだわりは「ヘルシー」、
油をほとんど使っていません。ハンバーガーは後味すっきり。齧りついても滴
り 落 ち る 油 が 全 く な し。油 を 使 わ な い と い う の が 納 得 で す。
驚いたのがフレンチフライ。指でつまんでも油がつかないことに気が付きまし
た。油で揚げずに、ベイクしているそうです。ケチャップ
は、ガーリック味、BBQ風味、ピリ辛ソース
を含めた４種類。ここのハンバーガーセット
は食後に胃もたれを感じさせません。アメリ
カの油ぎったハンバーガーに慣れてしまった
人には尐し物足りなく感じるかもしれませ
ん。量は尐なめですが、日曜日は大人1人の
注文につき子供1人がフリーなので是非ご家
族でお出かけください。

NOSH
住所）2812 Erwin Rd. Suite #101,
Durham, NC 27705
電話) 919-383-4747
営業時間）火曜～金曜 7：30AM～9 PM
土曜・日曜 8 AM～3 PM
www.noshfood.com

いいえ。高等教育機関や政府リサーチ機関、またそれに関連する非営利団体で勤務す
る場合のH-1Bは枞の対象外となっています。また過去6年以内に既に枞対象のH-1Bを
取得している人も対象外となりますので、H-1Bの更新や雇用者変更の場合には該当し
ません。
5） 4月1日に申請ができれば、枞内に入ることが保証されますか？
いいえ。移民局は受領した申請書が枞数に達したと判断した日か
ら、5営業日まで申請書を受け付け、それまでに届いた全ての申請
書を抽選にかけて審査に回す申請書を選択します。つまり、抽選
に漏れた申請書は申請費用と共に返却されます。また、それ以降
に届いた申請書は自動的に返却されます。昨年度のH-1Bの枞数
は、2011年1月18日現在まだ全てが使われておらず、抽選は行わ
れませんでした。本年度の動向を予想することは非常に難しいです
が、可能な限り早目に申請することをおすすめします。
6） 私のOPTが2011年6月で失効します。H-1Bの申請が審査に回され、許可されたとし
て、H-1Bがスタートする10月1日までアメリカで滞在し、就労を継続することはできます
か？
以下の条件を満たせば、OPTは10月1日まで延長されてアメリカでの滞在・就労の継続
が可能です。①F-1からH-1Bへのステータス変更申請であること、②H-1Bのスタート日
が10月1日であること、③H1B申請が許可されること。
7） プレミアム申請をすることで、許可される可能性は高くなりますか？
プレミアム申請とは、移民局に1225ドルの追加費用を支払うことで、15日以内に回答
（回答とは、許可、却下、追加情報の請求のいずれか）を得られるというシステムです。
このシステムを利用することで、許可される可能性が高くなるということはありません。た
だし、結果が早くわかりますので、数ヶ月待たなければならないというストレスから開放
されるという利点はあります。
（グレゴリー・アポ 、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士）

デュークの大学生に人気のファーストフード。ハンバーガー、ピザ、サンド
ウィッチなど。店内には数種のボードゲームが置いてあり、食べながらボー
ドゲームを楽しむことができます。ファーストフード店には珍しく、ハン
バーガーの肉の焼き具合が選べます。ハン
バーガーは特大で、正にアメリカンバー
ガー。お肉はブラックペッパーたくさんで
スパイシー。サイドはパスタサラダ、ポテ
トサラダ、チップスなどを選べます。ポテ
トを厚めにスライスしたチップスはさくさ
くとした食感でGoodでした。（かすみ）
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桑原家のドタバタ帰国日記 <4>
「帰国まで、いよいよ秒読み 」
あっという間に、3月。まだまだあると思っていたアメリカ生活も残りわずか。23日の出国
に向けてラストスパート。2月中頃からは、親しくなった方々が、送別会を開いてくださり、
その度に涙をこらえていました。本当なら私たちが皆さんを招待し、お礼をしていかなくて
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～スライスハム編～

アメリカのスライスハムの種類は豊富なのでスーパーのハム
コーナーの前で、どれにしようかと随分悩んだとういう経験者は多いはず。
ターキー（七面鳥）のスライスハムは日本ではあまり馴染みがないですが、アメリカの
ハムの中でも一番あっさりとした味なので、日本
人の口にとても合います。そこで、今回は美味し
いターキースライスハムをご紹介します。

☆Oscar Mayer - Deli fresh Oven
Roasted TURKEY BREAST
他のハムに比べてFatが少なく、一番あっさりとし
た味のハムです。臭みもなく塩味もあまり感じな
いので、そのまま食べたり、サラダの具として食
べるのに最適。

☆CAROLINA PRIDE - Oven Roasted
Turkey Breast
カロライナ地方限定のスライスハム。普通のスラ
イスハムよりやや厚めにスライスされていて、塩
加減が良く、ハムエッグに最適なハムです。

☆Harris Teeter FRESH FOODS MARKET Smoked Turkey Breast
ターキー好きの人にはたまらないハム。スモーク
されたハムは、臭みもなく、しっかりターキーの味
がします。日本ではこの味は食べられません。
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ごちそうさまぁ～！
Philly Cheesesteak Sandwich
フィリー・チーズステーキ・サンドイッチ
今回は单部料理ではなく、フィリースタイル（Philly はペンシルベニア州フィラデルフィ
アの愛称）のサンドイッチを紹介します。炒めた牛薄切り肉をフランスパンに挟んだ温
かいサンドイッチで、味も割りとアッサリしていて食べやすい一品です。
<材料 2人分>
- フランスパン 20センチ
（カイザーロールなどのパンでも。
お好みでどうぞ）
- 薄切り牛肉（すき焼き用の薄さ）300グラム
- たまねぎ 1/4 個 輪切り
- ピーマン 1/4 個 5ミリ幅千切り
- マッシュルーム 薄切り4個
- おろしたモッツェレラチーズ ふた掴み
- 塩・こしょう 適量
- ガーリックパウダー
<作り方>
1) パンは二枚に切り、マヨネーズを塗っておく。
2) 熱したフライパンに油を薄く敶き、牛肉を焼き付ける。
3) ある程度火が通ったら野菜を加える。
4) 野菜がしんなりしたら塩コショウで味を調え、ガーリックパウダーを少々ふりかける。
5) 炒めた具を気持ち真ん中によせ、チーズを乗せてふたをする。
6) 1分ほどしてチーズが溶けたら、パンに乗せてサンドイッチを作る。
あつあつのうちに食べちゃいましょう！
ピクルスの薄切りや、トマトの薄切り、イエローマスタードを入れても美味しいですよ。
（くるみ、Cary在住、主婦）

アメリカ生活で思うこと
「弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは、強さの証だ」
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15－501 レストランKURAMAならび、ターゲットのあるサウススクエア向かい

最高のお料理とおもてなしで
皆様のお越しをお待ちしています

日本の食品を豊富に取り揃えております
5910 Duraleigh Road
Raleigh, NC 27612
Phone (919) 783-1683
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$$ おかねのおはなし $$
前回号にて「今年はぜひ株に挑戦を」とお薦めしました。
もし初めての方で本気で買おうと考えている方は自分の
ルールを決めてそれに従うことを強くお薦めします。下記
は私のルールとそれを元に購入した(現在も保持のものと
すでに売ったものもある)株です。
ルール#1 「五年後に成長が見える会社」例えば、アップル社(AAPL)のnano,
iphone, ipadそして次のヒットは何だろう、ワクワク。とかナイキ(NKE)の契約選
手の活躍が期待できる、など。
ルール#2 「身近な日常品でお気に入りのもの」例えば、どこの家庭でも必ず
ある日常製品といえばP&G(PG)のものですよね。絶対にある。シャンプー、洗
剤、やめられないプリングルスチップスなど。おっチップスといえば、私も子供
も大好きなDoritos。これはFrito-layという会社ですが、その親会社はペプシ
(PEP)。巨大会社がバックにあったとは、と変な強気になります。
ルール#3 「ROEが高い、PERが低い、円高のときにドルに変えてアメリカ株を
仕込む」と少し???という言葉もあるかもしれませんが、それは投資していくと
徐々にわかるもので、ルール#3はいわゆる数字のいいもの。徐々に独自の投
資法を生み出せると思います。
とにかくこの三つがそらったら買い。長期か短期かも考えながら。上に上げた
株(シンボル)のあるものはすべて長期買いとして取り扱います(ました)。じゃ
あ、買ったら何もしなくてツマンナイ、という方には、金(GLD)や薬品会社株な
どは値動きが激しいので短期集中で楽しめます。ただ、為替と違って手数料
が本格的なので、それも考慮する必要があると思います。
女性ならコーチバッグが好きならコーチ、ティ
ファニーの株もなんと$60-くらいで買えますよ。
たった1株でもティファニーの株主っyay！好きな
製品を生産している会社を応援する、という気
持ちで。それなら長い目でその会社の行方を見
れます。

医食同源
「肝」を養ってストレス解消
東洋医学では、春は「肝」の季節に当たりますが、この「肝」は卖に肝臓という臓器を指
すだけでなく、血液の調節や新陳代謝、精神や感情の機能調整の働きも司っていま
す。つまり、春は精神と深いかかわりのある「肝」が影響を受けやすく、「五月病」という
言葉があるように、ストレスがたまってイライラしたり、落ち着きを失ったり、自律神経の
バランスが崩れて、精神不安定になりやすい季節といえます。
東洋医学では、「肝は血を蔵す」といわれる血液の貯蔵庫。さらにその血液を通じて体
の隅々に必要な栄養素を送り、老廃物を除去して新陳代謝をコントロールする司令塔
の役割をしています。
ストレスが溜まりやすい人は、「肝」を機能させる栄養分が足り
なくなり、流れが滞っているタイプの人に多く見られます。目の
痛みやめまい、立ちくらみ、冷え、肌荒れ、イライラや不眠、肩こ
り、生理痛や頭痛などの症状が現れるのが特徴です。こうした
症状を改善するには、血を補う、血行を促進させて「肝」の機能
を高めることが大切です。
自然の営みはとてもよくできていて、その季節に起こりやすい病
気や体調不良は、その季節の旪の食べ物が癒してくれるという
わけです。春は緑の季節ですが、セロリやせり、ほうれん草、に
らなどの少し苦味のある緑の野菜は、イライラや興奮状態な
どの精神安定させる働きを持っています。また、気持ちの高ぶりを抑える菊花をおひた
しにしたり、酢の物にしたり、菊花茶もお勧めです。滋養強壮作用のあるクコを一緒にと
ると、気分を安定させるだけでなく、目の疲れや充血にも効果的です。
自然の恵みを取り入れて健康的な生活を送りましょう。
（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、北京中医薬大学医
学部卒業、中医師、漢方薬アドバイザー、日本にて漢方
相談医、薬膳講師として勤務）

最後に、チャートは1日、1週間などと見ないで、
1年、3年、５年と長く見て、選ぶ期間は長くじっく
りと。例えば、その会社がだめになってきたから
といって慌てて売らずに、下がったのだから買い
足しのチャンス、という考えをもてる会社に投資を
することが大事だと思っています。お互いがんばりま
しょう！
（伊達知巳、Cary在住、主婦）
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1) パンは二枚に切り、マヨネーズを塗っておく。
2) 熱したフライパンに油を薄く敶き、牛肉を焼き付ける。
3) ある程度火が通ったら野菜を加える。
4) 野菜がしんなりしたら塩コショウで味を調え、ガーリックパウダーを少々ふりかける。
5) 炒めた具を気持ち真ん中によせ、チーズを乗せてふたをする。
6) 1分ほどしてチーズが溶けたら、パンに乗せてサンドイッチを作る。
あつあつのうちに食べちゃいましょう！
ピクルスの薄切りや、トマトの薄切り、イエローマスタードを入れても美味しいですよ。
（くるみ、Cary在住、主婦）

アメリカ生活で思うこと
「弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは、強さの証だ」
先日、購読しているメルマガ『毎日に情熱をもたらす珠玉の言
葉』で配信されて感銘を受けたガンジーのお言葉です。個人的
には、「強さの証」というより「愛情の証」と思っています。どんな
人からでも時々ハッとさせられる言葉を聞くことができますが、
偉人の言葉にはそれに重みが加わります。
人間社会では、言葉を通して人との関係を築き上げていくの
で、「こういう人なんだ」「思ってたよりずれてるな」「面白い」と
様々な反応を見るのですが、日本社会では「不言実行」という
美徳感があります。もちろん、何事もバランスが大切で、時に
は「有言実行」しないといけない時もありますし、相手の心を読めるわけではありませんか
ら、黙ってると誤解されることもよくある話です。きちんと自分の思いを言葉で伝える方が
物事はスムーズにいきます。でも、現実社会では言いたいことを言えない人が多いのか
もしれません。ですから、自分のようにブログなどを使って自分を表現する場が広がって
るのでしょうか。
現在、ツイッターやフェイスブックなど簡卖に自己表現できる道具
が浸透してきて、この先いったいどんな風になることやら。「思い」
の共有化は社会に大きな変化をもたらすことでしょう。その使い道
が「相手を思いやる」とか「認める」「許す」とかに代表される言葉の
ムードに進むと、いわゆる「徳の様式」を築いていけるのですが、卖
に攻撃するだけとか、自分を主張するだけとか、自己中心のムード
だと、「平和な社会」から遠のいていくことでしょう。いろいろな方々が、これからの社会を
様々な角度から熟考して新聞、ＴＶ、インターネットで意見を述べてますが、それ以上に卖
に足を引っ張る方々も残念ながら存在しています。混沌とした世の中で出来ることはたっ
た一つ、「自分が自分で自分の足を使って歩くこと」なのでしょう。
（馬場裕、放浪の末インドへ巡礼、妻と3人の子供と共にHillsborough に在住、ブログ
をhttp://ameblo.jp/bvd/にて公開中）
15－501 レストランKURAMAならび、ターゲットのあるサウススクエア向かい

最高のお料理とおもてなしで
皆様のお越しをお待ちしています

日本の食品を豊富に取り揃えております
5910 Duraleigh Road
Raleigh, NC 27612
Phone (919) 783-1683
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米・調味料・野菜・菓子・豆腐・うなぎ・薄切り肉・魚・納豆・海苔・
そば・うどん・ラーメン・明太子・手づくりキムチ・各種冷凍食品他

3738 Chapel Hill Blvd. Durham
Phone: 919-489-5116
三角横丁2011年4月号
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桑原家のドタバタ帰国日記 <4>
「帰国まで、いよいよ秒読み 」
あっという間に、3月。まだまだあると思っていたアメリカ生活も残りわずか。23日の出国
に向けてラストスパート。2月中頃からは、親しくなった方々が、送別会を開いてくださり、
その度に涙をこらえていました。本当なら私たちが皆さんを招待し、お礼をしていかなくて
はいけないのに、諸事情からそうもいかず申し訳ない気持ちでした。本当に素敵な方々と
知り合うことが出来ました。私たちにとって、アメリカに来ての一番の財産です。
さて、家の中はどうなっているかと言うと、ダンボールとスーツケースが幅をきかせており
ましたが、3月初めから始まった引渡しで、思い出のものが徐々に姿を消していきました。
こんな時に、我が家ではまたもやトラブル発生。1つ目は、私がスペアキーをなくしてし
まったこと。車の引渡しに向け、急遽作ることに。そして引渡しの際、ほんの半年前とシス
テムが変わっていてびっくり。運転免許がその場で貰えないのです。さらに、State IDさえ
も。これがないと譲渡出来ません。結局、必要書類のみのお渡しとなりました。
18日にはソファーやベッド･本箱などの大型の家具は渡したものの、
“Futon”やテレビ、食卓、電子レンジまで、ぎりぎりまで使わせて貰えま
した。19日には船便が出て、20日2１日は最終引渡し。部屋のものが
すべて無くなりました。お友達が大変だろうと、子どもたちを預かってく
ださって、大変助かりました。そのおかげで、21日には掃除も含めてほ
ぼ終了。約2年間お世話になった部屋、感謝の気持ちをこめて出来る
限りきれいにしました。
この日からはホテル暮らし。出発前日、アパートに戻り最終チェック。洗
濯のみをして、お昼寝まですることが出来ました。上の子は学校へ。現
地校とのお別れです。クラスメートが、内緒で作ったみんなのサインと似顔絵の入ったピ
ロケースをプレゼントしてくれました。上の子が初めて覚えた英語は「Don’t Push」。話す
ことが出来ず、嫌なことは手を出さなくていけなくて、先生に言われた言葉。その子が英
語で物を考えられるようにまでになりました。本人ももちろん努力があったと思います。で
も、必要なサポートをし、温かく見守ってくださった先生方、そしてクラスメートのおかげで
す。最後のスクールバスの運転手さんが、いつまでも別れを惜しんでくださいました。家族
が揃い、最後の仕事は壁に残った子どもたちの背比べの跡。最後の身長を書き込み、写
真に残して消しました。
そして、ホテルへと向かうところでしたが、夫が体調不良に…。お友達の家に最後のご挨
拶に行って、またまたお世話になってしまいました。休ませていただいたおかげで復活。
最後の夕食はと言うと、なんとお寿司。日本では考えられないお値段で堪能させていただ
きました。そして、ご挨拶に伺ったお宅で和太鼓を聞かせていただき、帰国前に日本を感
じさせていただきました。考えてみれば、日本にいたとき以上に日本文化の素晴らしさを
感じたアメリカ生活でした。その後レンタカーの返却に。チャイルドシートの引渡しのため、
夜遅くにもかかわらず、レンタカー会社まで取りに来てくださり、ホテルまで送ってください
ました。本当に最後の最後まで感謝です。
そして、翌朝7時15発の飛行機に乗り、来た時は余裕もなく見ることが出来なかったＮＣの
風景を涙ながらに見えなくなるまで別れを惜しみ、日本へ出発したのでした。
（桑原たきこ、京都在住、子供2人を持つ主婦）
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おいしいもの

♪ おいしいもの探偵団 ♪

探
偵
団

～スライスハム編～

アメリカのスライスハムの種類は豊富なのでスーパーのハム
コーナーの前で、どれにしようかと随分悩んだとういう経験者は多いはず。
ターキー（七面鳥）のスライスハムは日本ではあまり馴染みがないですが、アメリカの
ハムの中でも一番あっさりとした味なので、日本
人の口にとても合います。そこで、今回は美味し
いターキースライスハムをご紹介します。

☆Oscar Mayer - Deli fresh Oven
Roasted TURKEY BREAST
他のハムに比べてFatが少なく、一番あっさりとし
た味のハムです。臭みもなく塩味もあまり感じな
いので、そのまま食べたり、サラダの具として食
べるのに最適。

☆CAROLINA PRIDE - Oven Roasted
Turkey Breast
カロライナ地方限定のスライスハム。普通のスラ
イスハムよりやや厚めにスライスされていて、塩
加減が良く、ハムエッグに最適なハムです。

☆Harris Teeter FRESH FOODS MARKET Smoked Turkey Breast
ターキー好きの人にはたまらないハム。スモーク
されたハムは、臭みもなく、しっかりターキーの味
がします。日本ではこの味は食べられません。

三角横丁2011年4月号
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4） 全てのH-1Bが枞数の対象になるのですか？

EVOS
住所）1800 E. Franklin St.
Chapel Hill, NC 27514
電話) 919-929-5867
営業時間）月曜～日曜 11 AM～10 PM
www.evos.com/
トレダージョーのすぐ近くの大繁盛のハンバーガーショップ。店内は緑色で装
飾され、爽やかな自然を連想させます。このお店のこだわりは「ヘルシー」、
油をほとんど使っていません。ハンバーガーは後味すっきり。齧りついても滴
り 落 ち る 油 が 全 く な し。油 を 使 わ な い と い う の が 納 得 で す。
驚いたのがフレンチフライ。指でつまんでも油がつかないことに気が付きまし
た。油で揚げずに、ベイクしているそうです。ケチャップ
は、ガーリック味、BBQ風味、ピリ辛ソース
を含めた４種類。ここのハンバーガーセット
は食後に胃もたれを感じさせません。アメリ
カの油ぎったハンバーガーに慣れてしまった
人には尐し物足りなく感じるかもしれませ
ん。量は尐なめですが、日曜日は大人1人の
注文につき子供1人がフリーなので是非ご家
族でお出かけください。

NOSH
住所）2812 Erwin Rd. Suite #101,
Durham, NC 27705
電話) 919-383-4747
営業時間）火曜～金曜 7：30AM～9 PM
土曜・日曜 8 AM～3 PM
www.noshfood.com

いいえ。高等教育機関や政府リサーチ機関、またそれに関連する非営利団体で勤務す
る場合のH-1Bは枞の対象外となっています。また過去6年以内に既に枞対象のH-1Bを
取得している人も対象外となりますので、H-1Bの更新や雇用者変更の場合には該当し
ません。
5） 4月1日に申請ができれば、枞内に入ることが保証されますか？
いいえ。移民局は受領した申請書が枞数に達したと判断した日か
ら、5営業日まで申請書を受け付け、それまでに届いた全ての申請
書を抽選にかけて審査に回す申請書を選択します。つまり、抽選
に漏れた申請書は申請費用と共に返却されます。また、それ以降
に届いた申請書は自動的に返却されます。昨年度のH-1Bの枞数
は、2011年1月18日現在まだ全てが使われておらず、抽選は行わ
れませんでした。本年度の動向を予想することは非常に難しいです
が、可能な限り早目に申請することをおすすめします。
6） 私のOPTが2011年6月で失効します。H-1Bの申請が審査に回され、許可されたとし
て、H-1Bがスタートする10月1日までアメリカで滞在し、就労を継続することはできます
か？
以下の条件を満たせば、OPTは10月1日まで延長されてアメリカでの滞在・就労の継続
が可能です。①F-1からH-1Bへのステータス変更申請であること、②H-1Bのスタート日
が10月1日であること、③H1B申請が許可されること。
7） プレミアム申請をすることで、許可される可能性は高くなりますか？
プレミアム申請とは、移民局に1225ドルの追加費用を支払うことで、15日以内に回答
（回答とは、許可、却下、追加情報の請求のいずれか）を得られるというシステムです。
このシステムを利用することで、許可される可能性が高くなるということはありません。た
だし、結果が早くわかりますので、数ヶ月待たなければならないというストレスから開放
されるという利点はあります。
（グレゴリー・アポ 、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士）

デュークの大学生に人気のファーストフード。ハンバーガー、ピザ、サンド
ウィッチなど。店内には数種のボードゲームが置いてあり、食べながらボー
ドゲームを楽しむことができます。ファーストフード店には珍しく、ハン
バーガーの肉の焼き具合が選べます。ハン
バーガーは特大で、正にアメリカンバー
ガー。お肉はブラックペッパーたくさんで
スパイシー。サイドはパスタサラダ、ポテ
トサラダ、チップスなどを選べます。ポテ
トを厚めにスライスしたチップスはさくさ
くとした食感でGoodでした。（かすみ）
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法律相談 「ちょっと教えてください」
～H-1Bの申請が4月1日からスタート～
今回は、アメリカで働きたい留学生が最も気になる短期就労ビ
ザH-1Bビザについてお伺いしました。
1） F-1ビザで大学を卒業した後で就労しています。会社が労働
ビザをサポートしてくれるということなのですが、H-1Bビザの申
請が可能ですか？
大学を卒業していることはH-1Bビザの最低条件の一つですが、それだけでは判断する
ことはできません。H-1Bビザでの職種が大学卒業以上の学歴を要求し、あなたがそれ
に関連する学位を持っていなくてはなりません。英語の学位を持っている人が会計関連
のポジションでH-1Bの申請はできないということです。その他、スポンサー企業も州の
定める最低賃金以上の給与を支給することを約束し、また支払える能力があることも要
求されています。
2） H-1Bの発行数に限度があると聞いていますが、正しいですか？
移民局はその会計年度（10月1日から9月30日）に発行するH-1Bの数を65,000人とす
る限度を設けています。これとは別に20,000人の枞が米国内でマスター以上の学位を
取得した人を対象に設けられています。
3） 4月1日まで新規のH-1Bの申請ができないと聞きましたが、
本当ですか？
申請は、勤務開始の半年前から提出することができますので、
2011年10月1日から始まる（2012年会計年度）新規枞対象のH1Bは4月1日にならないと申請ができません。それ以前にH-1Bで
の勤務を開始したい場合には、申請の段階で、2011年会計年度
のH-1Bの発行枞数がまだ残っている必要があります。（2011年
1月18日で、残りはおよそ5000となっています）

AUTOPARK
HONDA

イチゴを摘みに行こう！
4月と5月はイチゴのシーズン。朝早起きしてイチゴ摘みに出かけましょう。
Douglas’ Strawberry Patch
123 Johnson Cemetary Rd., Sanford, NC 27332

919-353-2399

DJ’s Berry Patch
1223 Salem Church Rd., Apex, NC 27523

919-600-4020

Jean’s Berry Patch
3003 N. NC Hwy. 751, Apex, NC 27523

919-362-5800

Ball Berries & Produce
5204 Rock Service Station Rd., Raleigh, NC 27603

919-772-6021

Hunt’s Strawberries
4505 Watkins Rd., Raleigh, NC 27616

919-266-1619

Pope’s Strawberries
1305 Fayetteville St., Knightsdale, NC 27545

919-266-3767

超簡単：アメリカの食材で美味しい和食
Heart of Palms（椰子の葉の芯)の甘酢味噌和え
材料
- Heart of palms 1/2 缶
- キュウリ1/2本
- ワカメ 適宜
- 刻みネギ 適宜
- 甘酢味噌（以下を混ぜる）
- 味噌(お好きな味噌) 大さじ1
- 酢 (お好きな酢で) 大さじ2
- 砂糖 大さじ1
-酒 大さじ2
- しょうがのすりおろし 小さじ1
- お好みで七味唐辛子 適宜

作り方
1.キュウリとheart of palms は薄切りにします。
ワカメは一口大にきります。
2. 甘酢味噌の材料をまぜます。
3. 1の材料の上に甘酢味噌を回しかけます。
4. 刻みネギと七味唐辛子をお好みで添えて。
Heart of palm の歯ごたえを楽
しんでください。
アレンジ：お素麺にのっけて
ぶっかけ風に。少し麺つゆを
かけてくださいね。
(坂井久美子）

オソオセヨ！
韓国の本物の味わいをどうぞ

JON. D. CHOI
Phone: 919-389-5850
2100 Auto Park Boulevard, Cary
NC 27511
10
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お土産にUNCグッズはいかが？
街を歩いていると、大学の名前が入ったＴシャツや帽子を身につけている人たちをよく見
かけるのではないでしょうか。アメリカではプロスポーツはもちろんですが、大学のス
ポーツもとても盛んで、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球など、様々なス
ポーツに力を注いでいます。それぞれの大学にはスクールカラーとマスコットが存在し、
スクールカラーのＴシャツや帽子を身につけて試合会場に足を運ぶのが定番になってい
ます。ファンの層も幅広く、小さい子供や高齢者の方も試合観戦に訪れます。なかには
顔や腕に大学の名前をペイントしたりする熱狂的なファンもいます。このようにアメリカで
は大学でのスポーツが地域に根付き、愛される存在になっています。
そこで今回はチャペルヒルのフランクリンストリート沿いにあるUNCグッズの専門店「THE
ＳＨＲＵＮＫＥＮ HEAD BOUTIQUE」をご紹介します。1969年にオープンして以来、家族三
代で経営しているお店で、店内にはUNCグッズが所狭しに並んでいます。オーナーのイ
チ押しはUNCの名前が書いてあるTシャツの背中や袖にアル
ファベットや数字が無料で入れられるオリジナルTシャツ。また、
お土産として喜ばれているのは本に挟むしおりやピンバッチな
どの小物類。UNCファンの方、お土産探しに苦労なさっている方
C
は一度覗いてみてはいかがでしょうか。SHRUNKENファミリーが
UN
笑顔で迎えてくれることでしょう。 （Katsu、チャペルヒル在住）
「THE SHRUNKEN HEAD BOUTIQUE」
155 E. Franklin St. Chapel Hill, NC 27514

Earth Day 4月22日 act.earthday.org
アースデー発祥の歴史
1960年代初期の地球環境問題が懸念される中、1963
年に当選したウィスコンシン州上院議員ゲイロード・ネル
ソンによって地球環境保護の重要性を議会で初めて提
案されました。ネルソン議員は、政治的・産業的圧力に
よって抑えられていたにもかかわらず、あきらめずに地
球環境保護の重要性を唱え続けました。その一方でカリ
フォルニアの太平洋湾岸沖原油流出など地球環境の危
機にさらされる出来事をきっかけに1969年9月9日、ネルソン上院議員はシアトルのある
小さな集団対象のスピーチの中で「1970年4月22日に首都ワシントンDCで「国民が環境
について学ぶ日」を制定する」ことを提案しました。そのシアトルの小さな集団から全米
に草の根運動が広がり、1970年4月22日には2千万人もの地球愛護家が首都に集いま
した。
その後40年以上アースデー団体は地球環境を保護するだけでなく、地球住民へ最善の
住環境を保護・維持していこうという呼びかけ運動が続いています。
アースデー創始者のゲイロード・ネルソンについて、詳しくはこのホームページをご覧くだ
さい。nelsonearthday.net

地球環境保護運動の一環として個人ができること
大学男子バスケットボール 試合結果速報
Duke対UNCの試合結果：2/9 Duke won、3/5 UNC won、3/13 Duke won
NCAA MARCH MADNESS
DUKE：昨年ＮＣＡＡ全米チャンピオンだったDuke大学は、NCAAの第2シー
ドで最初の２戦を勝ち進み、Sweet 16（ベスト16）まで行きました
が、3月24日の対アリゾナ大学戦において93対７７で敗れました。
UNC：NCAA第５シードで最初の３戦を勝ち進み、Elite 8（ベスト8）まで行き期待されました
が、3月27 日の対ケンタッキー大学戦において76対69で惜しくも敗れました。
Wake Forest とNC State：今年はNCAAに出る前に敗れてしまいました。
来年に乞ご期待！来年も熱く応援するぞ！フレーフレー！

節電、節水、エコバッグは家庭で簡卖にできるエコ活動として定着しつつありますが、そ
のほかに各家庭で地球環境のために実行できることって何？昨今のメキシコ湾岸原油
流出や、東日本大震災被害による福原原子力発電所の放射能汚染問題など、エネル
ギー供給が環境破壊と隣り合わせで住環境の危機を感じることが多い中、省エネを再
認識することから始めてみてはどうでしょう？
地元ノースキャロライナではアースデー前後の週末に「ファームツ
アー」と題し、地元農家の公開見学日を設定しています。今年は4
月16日と17日に開催されます。地元にたくさんの小規模農家が
多く健在することを再認識するとともに、動植物の生命が人間の
食物となる一連の経過などを学ぶことができます。詳細はホーム
ページで確認しお出かけ下さい。carolinafarmstewards.org
ノースキャロライナ州には州経営のものから地域運営のファーマーズマーケットが多く点
在し、生産者から直接購入することで輸送にかかるエネルギーを浪費することなく食物
を確保できることを再認識できます。農場、ファーマーズマーケットのリストはNC州農務
省のホームページをご覧ください。ncfarmfresh.com
またNC州農務省では地元の自給力アップのため日常消費するの食材のうちの１割を地
元調達しようと「NC 10%」キャンペーンも実施中です。ncsu.edu/project/nc10percent
その他にもアースデーのホームページ act.earthday.org からは日常生活で少しず
つ採用できそうな地球環境にやさしい暮らし方のアイデアがたくさん載っています。今年
のアースデーを機会にも日常エコ生活のレベルアップを始めてみませんか？

20

三角横丁2011年４月号

三角横丁2011年4月号

9

姉妹都市富山市交流プログラムとDuke Gardensの茶会
ダーラム市・富山市の姉妹都市青年交換留学の一環として、
今夏、30名のダーラム市の中学生が富山市を訪問します。こ
の試みは1995年より始まり、数えて6回目となりますが、昨年
9月は中学生代表団が富山市よりダラム市へ、続いてこの夏
にダーラム市より富山市を訪問して完結することになります。
この夏の代表団は、主にダーラム児童合唱団からの中学生で構成されており、富山で
いくつかのコンサートを予定しています。現在、「証誠寺の狸囃子」「さくらさくら」の２曲
を日本語で歌う練習に励んでいます。富山市滞在中、生徒たちはホームステイを経験
し、地元の中学校に通い、富山の名所旧跡を訪問します。さらに、富山に向かう途中
で東京に立ち寄り、城下町金沢で締めくくります。生徒たちは富山への訪問に向けて、
日本の慣習や日本語を学んでいますが、更に、日本の民話を学び、デュークガーデン
で日本の茶道を体験し、和食を調理し味わうプログラムを予定しています。富山市へ
の中学生訪問に向けて、お手伝いしていただける方がいらっしゃいましたら、ナン
シー・ハミルトンまでeメール(nancy.hamilton@duke.edu)にてご連絡ください。

デュークガーデンでの茶道プログラムは、お陰さまで皆様に受け入れられ、参加者も
増えてまいりました。デュークガーデンの茶室でのアカデミックプログラムも今年で２年
目を迎えました。一般向けに行われる茶会（要事前申込）は春と秋に毎月予定されま
す。特に人気の高い催しは、春に催される雛祭り茶会と子どもの日茶会（どちらも土曜
開催）、昨年秋に初開催した月見茶会です。一般向けの月例茶会に加え、デューク
ガーデンで稽古中のグループは、全学齢向けの茶道を通した教育的なプログラムを
行っています。2010年11月には、Duke大学とノースカロライナ大学両校で6クラスの
プログラムが茶室で行われました。今春の催しは以下の通りです。
4/3(日) さくらまつり
4/22(金) 花見茶会
5/6(金)・7(土) 子どもの日茶会
今秋のプログラムは5月に告知される予定です。
お申込みはデュークガーデンまでお電話(668-1707)
にてお願いします。イベントやデュークガーデンの茶道
プログラムに関すお問い合わせは、デュークガーデン
Cultural Programming Coordinator ナンシー・ハミルトン
（nancy.hamilton@duke.edu）までお願いします。
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子育ては親育て
「Do Not List」
18ヶ月から2歳児の子供を持つお母さんとお父さんのために、子育てに関する「Do not
List 」を作ってみました。
１．子どもに前もって伝えずに、いつもの生活時間を急に変更しないこと。
たとえ18ヶ月の子にも、目を見ながらきちんと言葉で伝えて下さい。
２．生活時間の中で重要なことや時間は、子どもにYes・Noの選択肢を与えないこと。
子どもが「嫌だ、やりたくない」と答えがわかっている質問はしないこと。
３. 物をねだったり、強情な態度みせても、感情的に怒ったりしないこと。
これは、この年齢の成長過程のひとつです。マイナスな性格と捉えずに、子どもは成
長しているという意味で見守る余裕を持って接してください。
４．いつも離さない毛布の切れ端やぬいぐるみは無
理に取り上げないこと。
指しゃぶりも無理にやめさせないこと。この時期
の子どもの心の中にある安心感を取り上げるこ
とになってしまいます。
５．周囲の子供たちとおもちゃを分け合うなど協調
性を求めないこと。
コミュニケーション能力は 3歳から発達します。
このリストはほんの一例ですし、成長過程と言っても、それで親は何もしないで見守って
いれば良いのではありません。それぞれの親が、最良の方法で子どもを支え、助け、そ
して躾けることが大切です。子どもが通過するいろいろな行動が成長過程のひとつとし
て理解できていれば、親がその時期に応じて適切な言動や行動ができます。毎日の忙
しさに見過ごしてしまいそうな小さな成長も、子どもにとっては大事な時間なのです。
（坂井久美子、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭）
サッカー全日本女子代表（なでしこジャパン）NCトラアングル遠征試合@CARY
全日本女子代表サッカーチームが、アメリカ遠征し、CaryにあるWake Med Soccer Parkで
全米女子代表チームと対戦します。是非、みんなで全日本チームを応援に行きましょう！
日時：5月18日（水）7:00pm 試合開始
場所：Wake Med Soccer Park, 201 Soccer Park Drive, Cary NC 27511
チケットは、ticketmaster.com で。

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式

Angel Roses Florist

YANG LU, CPA/米国公認会計士
（早稲田大学院国際経営修士）
会 社 設 立、税 務 申 告 書、ペ イ ロ ー
ル、記帳代行等,日本語でお気軽に
お問い合わせください。

フローリスト（宇山）
919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com

P.O. Box 215
Morrisville, NC 27560
Phone: 919-656-6704
Email: luyangcpacfa@yahoo.com
三角横丁2011年4月号
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
春休みやアース・デーがあるためか、今回はドキュメンタリーフィルム
が多く、どれもかなり興味深い出来です。「Circo」「Born To Be Wild」
「African Cats」など、自然の驚異や人のひたむきに生きる姿は、年齢に関係なく純粋
に感動できるものです。 その他のお勧めは、歴史好きな人にはレッド・フォード監督の
「Conspirator」、みんなで楽しむなら「Hop」、ちょっと真面目に「The First Grader」など。
（緋美胡：東京都出身、フリーライター）
Circo (ドキュメンタリー、スペイン語で英語字幕付き） NR、4/8公開
どさ回りサーカス一座であるポンス家のドキュメンタリー感動映画。演技の裏にある葛藤
に涙！借金と戦い、子供たちに芸を教え、家族の意義を探りながらのメキシコの旅。
Hop (CGアニメ、コメディ、アクション）PG、4/1公開
子供から大人まで楽しめるイースター映画。イービーというティーンエージャーのイース
ターバニーがドラマーになる夢を追ってハリウッドへ行く途中に巻き起こす珍騒動とは？
Insidious (ホラー) PG13、4/1公開
恐怖映画「Saw」監督・脚本チームによる新作ホラー。新しい家に引っ越してきたばかり
の家族。子供が突然昏睡状態に陥ったのは悪霊が家に取り付いていたからではない！
Source Code (アクション、SF、スリラー) PG13、4/1公開
政府が開発したプログラム「ソース・コード」は人の意識下に8分間入り込むことができ
る。事件の謎を解くために犠牲者の意識下に入り込んだコルターが探り出したものは？
Born To Be Wild (IMA、アドベンチャー、ドキュメンタリー) G、4/8公開
ボルネオ島やケニア、熱帯雤林などからの貴重な動物たちの映像を３Dで。孤児のオラ
ンウータンと小象を育てる人々。動物と人々の愛情溢れる触れ合いに心を打たれます。
Arthur (コメディ、ロマンス）NR、4/8公開
言われたことだけしてればいいし、困りごとは全部ナニーにお任せ。そんなアーサーが
世紀の大決断。親のいう通りの結婚か、すべてを捨てお金では買えない愛を取るか？
Hanna （アクション、ドラマ、スリラー）PG13、4/8公開
元CIAの父親に、生まれた時から殺人鬼になるための教育を受け続けた少女ハンナ（シ
アーシャ・ローナン）。普通の少女への憧れを抱く姿とカッコいいアクションが見どころ。
Soul Surfer (ドラマ、伝記、ファミリー) NR、4/8公開
15歳の時シャークに襲われて片腕を失くしながらも、不屈の努力でチャンピオンの座に
返り咲いたサーファー、ベサ二ー・ハミルトンの本当にあった話を映画化。ハワイロケ。
The Conspirator (ドラマ、伝記、歴史) NR、 4/15公開
ロバート・レッドフォード監督の歴史的伝記ドラマ。リンカーン大統領らの暗殺計画者に
家を貸したとして共犯にされたメアリー・サラット。その弁護を受け持つ若きフレドリック。
Rio （コメディ、冒険、ファミリー、アニメ、３D）PG、4/15公開
「アイス・エイジ」の製作チームによるアニメ冒険映画。ブルーは籠の中で飛ぶことさえ体
験したことがないインコ。友達のリンダと一緒にまだ見ぬ彼女に会うため、リオへ行く。
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「うちの子の学校はいい学校？」パート１
知り合いの方から、「うちの子が通っているA学校はいい
学校ですか？」という質問をよく受けます。仕事柄、チャ
ペルヒルとカーボロの学校区には頻繁に通訳に行ってい
るので、学校の校風はよくわかりますが、この質問に答
えるのはとてもむずかしいです。また、「友達のお子さん
があまりよくないと言われている地区のB学校に通わせ
ているんですけど、友達はすごくいい学校だと言っていますが、どう思いますか？」という
質問もよく受けますが、これも一言で答えるのは難しいです。まず、いい学校というのは
何を基準にして言っているのかわからないからです。
親が学校に対して満足する場合は、以下の条件を満たしている場合だと私は考えます。
一つの学校がこの全部を満たすことはまずありえませんが、この中で親が何に基準を置
いているかによって、いい学校かどうかの答えが出るような気がします。
1） 校長先生の考え方が合うか。何か大きな問題が起きた時、最後は校長先生の判断や
裁量にまかされます。親と校長先生の考え方が合わないと、どこまで話し合っても平
行線で、自分が考えているような解決策にならないからです。
2） 担任の先生。ほとんどの時間を担任の先生と子供は一緒に過ごすわけなので、担任
の先生の考え方や接し方が、クラスに反映されます。教育経験が長い教師は、日本
人で英語がまだわからない子供の接し方にも慣れています。また教材も豊富なので、
プロジェクトワークなども楽しいです。
3） クラスの中に親友がいるか。親にとっては子供が毎日楽しそうに学校に通うのが何よ
りの安心です。子供にとっては同じ年の友達を通して学ぶこともたくさんあります。
4） クラスのお母さん達がどのくらい協力的か。小学校低学年では、親がクラスでボラン
ティアをしているのをよく目にします。リーディングが苦手の子供の手助けしたり、教室
の飾り付けを手伝ったり、色々な面で担任の先生をサポートしています。どのくらいの
親がそれに参加しているかも重要です。学年の初めに父母会が行われますが、その
時、クラスのどのくらいの父兄が集まるかによってだいたい予想がつきます。またその
父母会でどのくらい積極的に父兄が発言するかも判断の一つです。
5） スコア・カリキュラム。３年生からはリーディングと算数の学年末テストが行われ毎年
学校の平均点が発表されます。そのスコアで、学校に通う子供達の教育達成度が判
断できます。また学校のカリキュラムによっては、gifted classと呼ばれる才能のある子
供達の特別クラスが用意されている場合もあります。
6）ESLの先生。英語が上手でない子供は一週間に何回かESLの
クラスに行きます。ESLの先生が、他の勉強やプロジェクトを助
けてくれることもあり ます。また授業以外で困っていることに積
極的に相談にのってくれる先生もいます。
7）学校が安全であること。これは、外部の人が簡卖に入れないよ
うに校舎が工夫されているかどうかです。最近建てられた校舎
は安全性についてずいぶん配慮されているようです。
（荒竹由紀、Chapel Hill在住、UNC日本語教師、Chapel Hill学校
区専任通訳翻訳者）
三角横丁2011年4月号
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東日本大震災‐東京の様子
コンピューターを開いている私にメールが飛び込んできた。東京にいる娘からだった。
「おばあちゃんにすぐ電話して！」たったそれだけのメールだった。私は母に何かあったの
かと思い、胸騒ぎがする中、急いで日本の実家に電話を入れた。学校にいた娘は、携帯
電話で海外にいる私に短いメールを打ち、恐ろしい揺れの中ひとりで家にいるだろう祖母
の安否を気遣ったのだ。私には、そのメールがこの未曾有の出来事を知る最初だった。
電話をしている間にも「あ、また揺れている！」という言葉を何度も聞いたが、母は無事に
家にいて、東京の実家はそれほどの被害を受けずに済んだ。娘の学校では、地震の後、
すぐに全校生徒が校庭のテニスコートに集合した。学校は親と連絡を取り、親が迎えに来
た生徒から順に家に帰していった。「このあとどうなるの？」と不安なメールを送ってきた娘
は、私の母と東京で二人暮らし。私は海外で迎えに行くことは不可能だ。それにあっという
間に東京中の電車がストップしてしまい、たとえ歩いて帰るとしても電車で片道1時間半の
距離は遠すぎる。結局、娘は学校の近くの友達の家に泊まらせてもらうことになった。
数日後、私は機上の人となった。どうしても母と娘を助けなければいけないという切迫感
に動かされていた。フライトアテンダントの人数の方が乗客より多いのではないかと思うほ
ど機内はガラガラだった。成田からは、成田エクスプレスも京成ライナーも動いていなかっ
たので各駅停車しかチョイスがない。どの駅のエレベーターもエスカレーターも動いていな
いし、まず駅に人が少なすぎる。これが東京か？と思った。連日のニュースサイトでは、放
射能汚染に慄いた外国人がこぞって日本から退避していて、日本発の便は混雑してチ
ケットが取れないほどだと聞いていたのだが、逆のルートの閑散さは異常なほどだった。
次の日、実家の近くのスーパーに行ったが、閉まっていて「地震に伴う営業時間変更のお
知らせ」が貼ってあった。夕方から数時間しか開かないという。仕方ないので、出直して
行ってみたら、薄暗い店内は身動きが取れないほどの人人人…。そして買おうと思ってい
たお米も卵も棚にはなかった。パンもなくなっていて、予定と違うものいくつか買った。それ
ぞれのレジには50人くらいが蛇のように並んでいて、最後尾を探すのに店員が整理に当
たっていた。
計画停電の実施に伴い、電車は間引き運転。繁華街も夜はネオンを極力減らしていて暗
い。東京の名物である渋谷駅前の大きなテレビスクリーンも消えている。企業も社員を自
宅勤務にしている所が多くある。東京はゴーストタウンのようだ。戦争を体験していない私
でも、これは戦時下のようだと感じる。こんな不気味な東京を今まで見たことがない。
今、日本が体験していること、それは歴史的に見ても特筆すべき惨事である。マグニ
チュード9.0、町を飲み込んだ津波、2万8千人以上の死亡・行方不明者、避難民は数十万
人にも上る。いくつもの原子力発電所の事故。テレビを付けても、新聞を読んでも、イン
ターネットを開いても、地震と原発事故関連のニュース一色だ。あまりにも酷すぎる光
景！映画製作者でも思いつかなかっただろう。地面はゴウゴウと唸り、津波は家々をマッ
チ箱とのごとく簡卖に破壊し、そこにいた命を飲み込んでいった。こんなことが起こり得る
と誰が想像しただろうか。ニュースを見るたびに、被災地の映像が映るたびに、被災者の
インタビューを聞くたびに、涙が止まらない。今も、寒い被災地で辛い眠れない夜を送って
いる人たちがたくさんいる。家を失くした人がたくさんいる。家族が見つからない人がたくさ
んいる。これからどうやって生きていったらいいか途方に暮れている人がたくさんいる。日
本は今危機にある。この辛い危機を乗り越えて復興し、また平和で暖かい日を迎えるた
めに、今、私たちひとりひとりができることを考えて、行動に移していこうではないか。
（緋美胡、東京都出身、フリーライター）
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African Cats （ドキュメンタリー、冒険、自然）G、 4/22公開
アース・デーに公開するドキュメンタリー。アフリカのサバンナに生きる動物の家族の姿。
幼い子を守り育てるチーターの母親や、ライオンの父親など、美しく壮大な自然に感動！
Apollo 18 (SF、スリラー) NR、 4/22公開
月への有人探査はアポロ17号が最後のはずだが、実はその10年後、二人の宇宙飛行
士が月へ送られていた。それ以降、人類は二度と月へ行こうとはしない。その理由とは？
Dumbstruck (ドキュメンタリー) PG、4/22公開
実在の腹話術師たちが何人も登場。彼らにスポットを当てる。13歳の少年ディラン、元ミ
ス・オハイオのキム、ウォールマートのウィルマなど、彼らの夢は正にアメリカンドリーム。
Water For Elephants (ロマンス、ドラマ) NR 4/22公開
大恐慌時代のアメリカ。貧乏な獣医学生のヤコブは旅のサーカスに入団。そこで美しいマ
レーネに恋をするが、マレーネの夫はサーカス団のボス。ベストセラー小説の映画化。
Fast Five （アクション、スリラー) NR、 4/29公開
スピード狂にはたまらないスリルとアクションが連続のこの映画は、まるでゲームの世界
に入ったよう。ドム、ブライアン、ミアと彼らを追う警察官たち。物語より映像にドキドキ！
Prom （コメディ、ドキュメンタリー) PG、4/29公開
高校にとって一番重要な日、それは高校最後のフォーマルダンスであるプロム。誰とパー
トナーになるかが大問題。女の子にとっても男の子にとっても、ああ～！もう頭が痛い！
The Beaver (コメディ、ドラマ) NR、 5/20公開
ジョディ・フォスター監督・助演、メル・ギブソン主演のダークコメディ。ウォールターは仕事
も家庭も充実していたはずだったが、ある日、妻と子供が去った。心の支えはビーバー？
Bridesmaids （コメディ) R、5/13公開
「The 40-Year-Old Virgin」のジャド・アパトー監督による結婚コメディ。花嫁の補佐役メイ
ド・オブ・オナーとブライド・メイド達は皆、花嫁の友達。イエイ張り切って盛り上げちゃお！
The First Grade （ドラマ) PG13、5/13公開
ケニアの奥地。初等教育を無料で受けられるという通達に多くの子供が殺到した。そこに
現れたもう一人の入学希望者は84歳。彼は徐々に子供達と心を通わせ読み方を学ぶ。

バケーションのご相談や一時帰国の手配など
日本語でお気軽にお問い合わせください。
代表： (919) 942–4196
日本語担当： (919) 913—2705
anegi@trvlnk.com
根木暁/Akira Negi
Southern Village Business
Center, Chapel Hill
三角横丁2011年4月号
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4月～6月 トライアングルの

イベント・スケジュール

ファミリー・子供向け
4/5-10

Shrek the Musical

4/10

Scavenger Hunt with Prizes

4/15-16

Snow White and the Seven Dwarf
Easter Egg Hunt
- Homestead Community Park,
Chapel Hill
- Anderson Point Park, Raleigh
- Durant Nature Park
- Moore Square Park, Raleigh
Earth Day

4/16
4/16
4/21
4/23
5/1
5/22

Imagination Movers

5/24-25

Monty Python's

6/3-5

Sesame Street Live 1.2.3

♪

DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com
Southern Community Park, Chapel Hill
www.ci.chapel-hill.nc.us
Fletcher Opera Theater in Raleigh
www.progressenergycenter.com
www.ci.chapel-hill.nc.us
www.raleighnc.gov
events.triangle.com
www.raleigheaster.com/
Central Park, Durham
www.durhamnc.gov/departments/parks/
earthday/
DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com
DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com
RBC Center, Raleigh
http://www.rbccenter.com/

音楽・演劇

4/14-17

Monet-Carolina Ballet

4/15

Neil Young

4/29

Shakespeare in Music

6/15

Hello Dolly

5/21

Steve Martin with The Steep
Canyon Rangers

5/31

Primus

6/3

B.B King

Memorial Auditorium, Raleigh
www.progressenergycenter.com
DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com
Meymandi Concert Hal, Raleigh
www.progressenergycenter.com
Memorial Auditorium, Raleigh
www.progressenergycenter.com
DPAC, Durham
www.dpacnc.com
Memorial Auditorium, Raleigh
www.progressenergycenter.com
DPAC (Durham Performing Art Center)
www.dpacnc.com

東日本大震災支援

チャリティーコンサートのお知らせ

東日本大震災にともない、トライアングル地区でクラシック音楽を愛する子供達を含む数
人が集まって、震災支援のチャリティー・コンサートを行います。第一部はビオラとピアノ
による日本の歌（七つの子、赤とんぼ等）の演奏、第二部は弦楽器を中心としたクラッシッ
クの音楽です。入場料は無料ですが、皆さまからの募金をお願いしたいと思います。
日時： 4月16日（土）5時半開場、6時開演 （コンサート後レセプション有）
場所： Umstead Park United Church of Christ（教会）
8208 Brownleigh Drive, Raleigh, NC27617
お問い合わせ： japanbenefitconcert@gmail.com
大勢の方のご来場をお待ちしております。
日本クラブ Nippon Club of the Triangleが震災支援の募金活動を開始
トライアングル日本クラブでは、東日本大震災被災者に対する義援金を募金することにな
りました。募金にご協力いただける方は、「Nippon Club of the Triangle」宛の小切手を下
記の住所まで郵送してください。その際、memo/forの欄に「震災支援」または「Tsunami
Relief」と明記してください。
送り先：Nippon Club of the Triangle
4013 George Wynd Raleigh, NC 27612

音楽で復興を支援しよう！（売上は日本赤十字社に寄付されます）
SONGS FOR JAPAN
世界的トップミュージシャン38組がレコード会社の垣根を越えて作ったコン
ピレーション・アルバム「SONGS FOR JAPAN」が、アメリカのＥＭＩより3月
15日に発売されました。Amazonやi-tuneストアなどで買うことができます。

アイのうた
日本のアーティスト79組が参加して作られた大震災の復興支援のチャリ
ティー・アルバム「アイのうた」は4月2日ユニバーサルミュージックより発売
開始。こちらは、i-tuneのみの限定発売です。参加ミュージシャンは、福山
雅治、徳永英明、ビリー・バンバン、海援隊、加藤登紀子・チャゲ他です。

日本人関連イベント
4/16
4/22

5/18

5/20
5/7～29
5/29

東日本大震災支援チャリティーコンサート Umstead Park United Church of Christ,
（日本人子女参加クラッシックコンサート） Raleigh
The Pour House Music Hall, Raleigh
Fujiyama Roll
Live for Japan Disaster Relief
'Rising Hope'
全日本女子 vs. 全米女子サッカー試合 Wake Med Soccer Park, Cary
試合開始7：00pm
Jessee's Coffee, Carrboro
Fujiyama Roll Live 8:00pm
Convention Center, Raleigh
Animazement (アニメの祭典）
http://animazement.org/
http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/
日本人会ピクニック

* 前売り券、当日券が必要なものについては、ウェブサイト等でご確認ください。
三角横丁2011年４月号
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3月11日の東日本大震災の被災地の方、またご家族やご親戚、お友達等が
被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。 三角横丁編集部

震災により心が不安定になっている人へ
被災された人たちは、大変困難な状態にいて、その苦境は想像を絶するものがありま
す。日本から離れて住んでいても、何とか復興の手助けをしたいと思う人はたくさんいる
でしょう。それでもできることには限りがあり、中には、何もできない自分の無能さにイラ
立ち、自分はしょうながい人間ではないかと無気力になってしまう場合もあるようです。
地震当日からこれまで、大津波が家や車を押し流していく様子や家族や家を失った人の
インタビューが何度もテレビやインターネットで流れ、放射能汚染のニュースが大きく取り
上げられています。そういったたくさんの映像や情報を何度も受け続けているうちに、そ
れらに呪縛され、自分も彼らと同じように被災した気持ちになり、一部の人は強く悲観的
になってしまうことがあります。また、亡くなった人が大勢いるのに、自分は遠くにいて助
かってしまったのが罪であると感じたり（survivor’s guilt)、被災者が困難な生活をしてい
るのに、自分が遊びに行ったりするのは不謹慎だと感じ、普段の生活に積極的になれな
いこともあります。結果として自分が病むことになってしまう場合があるのです。
しかし、そのような精神状態になることで被災者を救えるわけではありませんし、自分が
病んでしまっては、家族や周りの人にもいい影響はありません。このような悪循環を断ち
切るのに役立ついくつかの方法を、Durham在住のLicensed Psychological Associateで
ある玉村あき子さんに紹介していただきました。
地震などのことで落ち込んでしまっている、常に緊張状態にいると感じたら、まずは自分
の気持ちと逆のことをしてみましょう（Act opposite)。例えば、外に出て植物や鳥の写真
を撮ったり、夏の旅行の計画を立てたり、コメディ番組を見て思いっきり笑ったり、新しい
レシピを考えてみたりするのもいいでしょう。深呼吸やストレッチをして、体をリラックスし
た状態にすることも効果的です。リラクゼーションの方法は以下のサイトが参考になりま
す：PMR 漸進的筋弛緩法：http://www.lessons4living.com/how.htm。軽い運動やヨガ、ピ
ラティスなども非常に効果的です。自分の思っていること、感じていることを全て書きだす
こともいいでしょう（この場合は手書きで）。ニュースなどの氾濫している情報に敏感にな
り過ぎている場合は、インターネットを使ったりテレビを観る時間を必要最低限にし、
ニュースをチェックしすぎないことも大切です。自分の健康をまず第一にしてください。

東日本大震災の被災者や被災地への義援金・募金
現在、日本やアメリカその他多くの国で支援活動・募金活動が行われています。日本赤
十字社や中央共同募金会への募金は、アメリカからクレジットカードでも可能です。集め
られたお金は地域別に、必要度などによって配分し、被災された方々へ届けられます。

トライアングル婦人会のお知らせ
第11回トライアングル婦人会「リトミック教室/賢い子供を育てる
には」では、日本からの特別ゲストである近野由美さんにお話を
伺いました。日本で幼児教室を25年経営なさっている近野さん
は、ドラマにもなったほどのベテラン先生です。「子供の集中力を
高めるには？」「物事をよく考えられる子供に育てるには？」「絵本の読み聞かせ方」な
ど、小さなお子様をお持ちの方たちに是非聞いていただきたい内容がたくさん飛び出
しました。近野先生は来年も同じ時期に、日本から出張教室を開いて下さる予定で
す。今回見逃したママさんや新しくママになられる方は、是非来年はご参加下さいね！
「第12回トライアングル婦人会」
内容） あなたの背骨は大丈夫？
日時） 2011年5月13日11時半より
場所） Durham
昼食） ポットラック形式（一品お持ちください）
申込） 荒竹 yaratake@email.unc.edu
山岸 yamagishiyoko@gmail.com
初めての方もどうぞお気軽にご参加ください。女性ならどなたでも参加できます。
参加希望の方は申し込みをしてください。申し込みの際、詳細をお知らせいたします。

Josey Miketa
Mortgage Loan Officer
2009 Affiliate/Associate of The Year

SunTrust Mortgate, Inc.
サントラストバンクでは、お客様
のご希望、ご予算に合わせた家の
ローンをご紹介しております。
日本語でのお問い合わせは
Reiko Powell まで：919-932-4204

お問い合わせは
日本語でどうぞ

http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html （日本語）
http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/Vcms4_00002070.html （English）

http://american.redcross.org/site/PageServer?pagename=ntld_main

http://www.akaihane.or.jp/er/index.html
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1414 Raleigh Rd. Suite 120
Chapel Hill, NC 27517
Tel:919-918-2463
Cell: 919-239-3537
Fax: 919-932-4202
Josey.miketa@suntrust.com
www.suntrustmortgage.com/jmiketa

Yoko Yamagishi
Realtor/Broker/QSC
801 Tinkerbell Rd.
Chapel Hill, NC 27517
Phone: (919)215-4665
yamagishiyoko@gmail.com

不動産関係、Relocationのプロ
フェッショナル。25年以上の経験
と知識を生かしたアドバイスで
アメリカ生活安心スタート！
yokoyamagishi.com
三角横丁2011年4月号
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見て見て！ 三角掲示板

classified

生徒募集：裏千家茶道教室、初心者から経験者までレベルに合わせて丁寧に指
導、曜日・時間は相談応、許状取得システム有、Chapel Hill 967-2725 小野
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

生徒募集：TKI （トライアングル剣道居合道） 日本で剣道の経験のある方、もう一度
アメリカで楽しみませんか。もちろん初心者も大歓迎。剣道を通して思いがけな
い発見や交流、楽しみを！連絡 http:www.trianglekendoiaido.org/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

お琴教室の生徒さん随時募集：初心者から上級者まで。道具は一切必要ありませ
ん。詳しくはwww.ncsu.edu/ncjapancenter 。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

US Remac人材会社：アメリカでの就職、転職をお手伝いいたします。日本語で
お気軽にお問い合わせください。nc@usremac.com まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–-

アパート：安全で生活に便利な物件をお探しですか? お客様のご希望をお聞か
せください。お問い合わせ（919）215-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

賃貸物件：Triangle 地域の賃貸物件ならお任せください。タウンハウス、コンド
ミニアム、一戸建てと豊富な物件の中からお選びいただけます。919-215-4665
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

売り家：投資物件に最適。Chapel Hill、3BR 2Bath、UNC迄車で10分、公共バス・
ショッピングセンター・映画館・郵便局・レストラン・銀行全て徒歩5分 919-215-4665

三角横丁では、皆様から「見て見て!三角掲示板」に掲載する情報を
いつでも受け付けています。「売ります」「買います」「差し上げ
ます」「教えます」「探しています」「イベントのお知らせ」「メ
ンバー募集」などの情報を安価で掲載いたします。トライアングル
に住む日本人に効果的にアピールすることができます。詳しくは、
sankakuyokochou@gmail.com までe-mailでご連絡ください。

一般の方にご利用いただけるサービス（日常の通訳・専門的通訳、日米家庭教師）を
リーズナブルな料金で提供しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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～履歴書と就職活動のワンポイントアドバイス～
☆レジメを磨こう！
アメリカの就職活動で最も大切なのが、Resume（履歴書）。採用担当者の目を引くも
のがなければ、即ゴミ箱行き、面接の機会すら掴めません。よって、履歴書のスペルミ
スや文法ミスは致命的です。何度も内容を推敲して練り上げ、経験のあるアメリカ人に
添削して貰うことが大切です。記入例や記載時の注意点はネットで探せますし、求職
目的で本物の履歴書をネットに載せている人もいます。採用側になったつもりで多くの
サンプルを見れば、どこが大事かが理解できるでしょう。空白を入れ、太字や箇条書き
にして、読みやすいように工夫してください。要旨をまとめたCover Letterも必須です。
1） 用紙－1ページで簡潔に、最大2ページまで（手書き不可、上質紙に印刷する）
2） 個人情報－①名前、②住所、③電話、④e-mail （ふざけたアドレス名は避ける）
3） Objective－応募目的を簡潔に。
4） Qualification－過去の業績や職能を簡潔にまとめる。
5） Work Experience－新しい順に。①在籍年、②会社名、③会社所在地（市・州の
み）、④業務内容（最も大切な部分。職能や過去の業務を強調する。新卒は、専
攻に関連したインターンは記載可。空白期間は出来るだけ避けること）
6） 学歴－高い学位の順に。①学校名、②専攻（GPAが3.5以上なら成績も記載。奨
学金や受賞も記載）、③卒業年と学位（日本の学歴も含め、全ての学歴と卒業年を
列挙する。昔だからと記載しないのは逆効果。大卒以上であれば高校は省略可）
7） Skill－コンピュータスキルや業務関連の資格を記載する。
☆DOLを活用しよう！
就職活動で有用なツールは、DOL（労働局）です。いわゆるハローワーク。NC州なら、
www.nclabor.comをチェックし、近所のオフィスに一度足を運んでみましょう。求人が
検索できます。就活方法・レジメのサンプル・面接の問答集などのスグレモノの冊子が
貰えます。レジメの印刷・Fax 送付ができます。プロによるレジメ添削サービスがありま
す。コンピュータスキル・面接の受け方などの講座も毎週開催されています。市民や永
住権保持者なら、政府の補助で無料で通える大量の資格講座や専門学校のリストが
あり、紹介状を書いてくれます。DOLオフィスのアドバイザーはHR（人事・労務）の学位
を持ったプロで相談にのってくれます。これが全て『無料』。使わない手はありません。
☆使えるものは何でも使おう！
複数の人材紹介会社に登録しましょう。専門職で米系企業へ就職希望なら、ネットの
Monster.comなどへ登録をしてレジメを載せます。リクルーターは毎日チェックしている
ので、該当する求人があればすぐに電話が掛かってきます。文系で就労ビザが必要な
場合は、日系人材会社の方がチャンスが多いかも。リクルーターの手数料は採用した
会社側が払うので、出費を心配する必要は全くなし。また、会社のサイトで求人を載せ
ているところが多いです。興味のある会社へ片っ端からレジメを郵送するか、オンライ
ン応募しましょう。案外有益なのがクチコミやコネ。会社内で空きポストのリストを回し、
社員に紹介を奨励する会社が多いからです。友人知人には希望する職種を具体的に
伝えておくのも大切です。アメリカでチャンスは自分で掴むもの。Good Luck！（銀河）
三角横丁2011年4月号
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就職特集

Let's キャリア UP
なりたい自分になるための面接テクニック、略して「ナル面テクニック」。 面
接を成功させ、採用を勝ち取る為のカギを紹介します。
面接の目的は、採用した場合に期待通りの働きをして成果を上げる人物か
どうかを見ることです。採用担当者が面接で見る「成果の方程式」は、次の
ようなものになります。
＜成果の方程式＞
期待する成果＝ＤＩ Ｄ（過去の実績＝知識・能力、考え方）
×ＷＡＮＴ（意欲・行動、将来やりたいこと）
①ＤＩＤ（履歴書から分かること）
履歴書には、学歴（学校名や学位）と職歴（会社名やポジション、在籍年
数）、転職回数やその動機が書いてあります。あなたが持つ知識やスキル、
目指すキャリアゴールとそのための取り組み、仕事のスタイルと性格も見え
てきます。履歴書は大切な「自己ＰＲ」です。
②ＷＡＮＴ（履歴書から伝わらないもの）
履歴書の記載事項のいわば「隙間」にあり、直接話して伝えなければ分から
ないのが「志望動機」です。仕事とライフスタイルで具体的にやりたいこと、
10年、20年先の「キャリアゴール」（なりたい自分）が、そこに含まれます。
英語で言うと「I want to ～ now / in the future 」です。面接において、
ＷＡＮＴの部分が曖昧で信念が感じられないと、採用担当者はインパクトが
弱いという印象を受け、成果を出せる人物かどうか心配になります。逆に、
実力がそれほどでもない人は、この部分で意欲や行動力を強くアピールでき
れば、実力以上のポジションに就ける可能性もあります。面接で、このＤＩＤ
（自己ＰＲ）とＷＡＮＴ（志望動機＋キャリアゴール）に一貫性をもたせ、内容
の信憑性を高めることができれば、大成功。しっかりした信念があり、成果を
上げる人材だと思ってもらえます。
自己ＰＲに含まれるものは、過去の職歴や経験から得た知識やスキル、そし
て、あなたの性格的な部分である、仕事へのこだわりや取り組み姿勢が挙
げられます。面接では、履歴書をベースにこれらを具体的に伝え、自分が相
手が求める人物像に近く、採用した場合に期待される成果・結果を出す人材
だと判断して貰わなければなりません。履歴書は面接における台本となる訳
です。台本がしっかり作成されていなければ、面接での成功どころか面接の
チャンスを得ることすらできません。台本である履歴書は、慎重に作成しま
しょう。（USリマック代表
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葉 英禄）

(帰国生編）

おしらせ
三角横丁では、一緒に雑誌
づくりに参加してくれる三角
クルーを募集中です。原稿
を 書 い た り、取 材 に 行 っ た
り、編 集 の サ ポ ー ト を し た
り、製 本 した り、配布を し た
り・・・雑用もいろいろありま
すが、空き時間を 利用して
みんなボランティアでワイワ
イやっています。興味のある
方は三角横丁編集部までご
連絡ください。NCライフを充
実させるチャンスです！
sankakuyokochou@gmail.com

編集後記
地震被害が気になって
ネットの日本の速報に釘
付けで夜更かし、連日寝
不足の日々。何でもいい
から情報が欲しい被災当
初、目まぐるしく更新され
るTwitter のコメントを必死
で追っかけていたら、とうと
う頭痛がしてギブアップ。
過ぎたるは及ばざるがごと
し。Twitter やってます。

（ID: sankakuyokocho)
好きなことをつぶやいてく
ださい。待ってます。

* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.comまでeメールでお願いします。
* 三角横丁に記載の内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異
なる場合は事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その
団体・お店等にお願いします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2011年4月第19号 by 三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 山岸陽子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
三角横丁2011年4月号
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桜の開花は日本人にとって春の息吹の化身で
す。1年は1月に始まるのに、日本には独特の別
のカレンダーがあって、新年度は4月に始まりま
す。自然と共に生きてきた日本人は、長い冬を終
え草木が芽吹き花が開くこの時期を始まりの時、
再開の時と考えてきました。
数多くの花が日本にはありますが、その中でも特
に桜が日本人に愛される理由はなんでしょう。
満開になった時はこれでもかと雪のように木の枝
を豪華に覆い尽くし、風が吹くと舞う花びらは得も
言われぬ可憐さがあります。でも、あっという間に
散ってしまう。満開の時期はほんの少しで、2週間
も持てばいい方です。しかし、そのほんの少しの
期間しか見せない究極の美を日本人は貴重だと
感じるのです。桜が一年中ずっと咲き続けていた
ら、その魅力は半減してしまうでしょう。
栄華と衰退の法則の中で、日本人は強いだけの
ものを好みません。強いものの裏に隠れた弱い部
分があるからより強く感じるし、美しさの裏に枯れ
ていく事実があるからもっと美しく見える。見事な
花を咲かせる桜の木も、満開の陰にはすべての
葉を失って寒い冬を耐える姿があるということを
知っているのです。
東日本大震災で受けた傷はあまりにも深く、日本
は今大変な状態にあります。それは、まるで極寒
の中にある瀕死の桜のようです。でも、私たちは
信じています。日本も、桜のように必ずこの危機を
脱し、それを過去のものとし、笑顔で過ごせる平
穏な日が戻ってくることを。そして、その時初め
て、この自然の叱咤が我々に語りたかったことの
意味を理解できるのかもしれません。
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