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これは日本語を話しワシントン DC首都圏に暮らす人々のコミュニティ、「さくら協会」の季刊ニュースレターです。 

日本から来て言葉や文化の壁を乗り越え、自分のアイデンティティを保ちながら、 

アメリカでの生活を築いてこの地域に溶け込んでいくのは、短期滞在であれ、永住であれ大変な作業です。 

そんな中で互いに助け合い、人との交流を広げていけば、 

ひとりひとりの生活が、もっと豊かになるのではないでしょうか。 
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決まりましたね！２０２０年東京オリンピック！全然期待して

いなかっただけに、新鮮な驚きでした。読者の中にも１９６４

年（昭和３９年）の第１８回東京オリンピックをオンタイムで観

た方もいることでしょう（公務員の初任給１万９千円、あんパ

ン１８円の時代）。これがアジア初のオリンピック開催、競技

場や選手村の建設は東京都だけでなく千葉、埼玉、神奈川、

長野にまで及びました。終戦からわずか２０年足らずの日本

は世界を受け入れるまでに復興したのです。選手達も健闘

し、金メダル１６個、銀メダル５個、銅メダル８個の計２９個を

獲得しました。いまさらながら、すごいことですね。７年後に

は、もしかしたら私

たちの子供が東京

大会に出ることも

夢ではありません。

最近は開会式も凝

ったものが多いの

で、東京は一体ど

んなショーを見せ

てくれるのでしょう

か。楽しみですね。
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チェサピーク湾とアメリカ建国の黎明期  

八木治彦 

1. バージニアの先住民 

考古学者によると、チェサピーク湾を中心にバージニア、メリーランド州一帯には一万五千年前より、初めて出会っ

た欧州人がインディアンと呼んだ先住民が、住んでいた。先住民達は古くは、大きな猟鳥獣(Game)の移動パターン

を追って暮らしていたが、西欧人がアメリカ大陸に侵入して来た 16 世紀頃には、チェサピーク湾とそれに流れ込む

河川の岸辺に、数万人規模の集落をつくって住んでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バージニア州のインディアン史跡 

1 Gulf Branch Nature Center  2 Leesylvania  State Park  3 Rapahanock Tribal Center 

4 Mattaponi Indian Reservation  5 Pumunkey Reservation  6 Virginia Historical Society 

7 Henricus Historical Park  8 Flowerdew Hundred  9 Historic Jamestown Island 

10 Jamestown Settlement  11 Brafferton Indian Scool  12 Barrier Island Center 

13 Mariners΄ Museum  14 Hampton History Museum  15 First Landing State Park 

16 MacCallum More Museum  17 Natural Bridge  18 Monacan Ancestral Museum 

19 Amazement Square  20 Bedford City County Museum  21 Virginia’s Explore Park 

22 Avoca Museum  23 Virginia Museum of Natural History  24 Museum of Middle Appalachians 

 

インディアンは環境の保持、エコロジーに対する天賦の才を有していた民族であった。歴史書にも当時のインディ

アンが 900 年に渡って培っていた玉蜀黍栽培の濃業技術や、チェサピーク湾岸にもうけた、狩猟、漁業地帯と町と

畑を交互に交換しながら、巧みに環境を荒廃させる事なしに住んでいた事実が、あまり詳しくは紹介されていない。

当時の原住民が自然から得ていた食料は、植民地時代の欧州の人々の食料よりずっと豊富であったことも、あま

り注目されていない。当時のインディアンたちはすでに高度の農業暦や夜間航海術を発達させていたのである。バ

ージニアは彼らにとって、決して未開地ではなく、よく統率された環境の住みよい故郷であったのである。彼らはよ

そ者に対して、あまり攻撃的で無く、侵入者が彼らの生き方に従う限り、彼らの持つ資源や文化を惜しみなく分け
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与えた。これが今から丁度 400 年前の 1607 年にイギリス人が Jamestown に恒久的な植民地(Colony)の設立に成

功した最大の理由であろう。しかし、心の広いインディアン達の受け入れに反して、欧州からの侵入者はその後た

った 100 年で先住民を、彼らの文化共々ねこそぎ駆逐してしまったのである。彼らの文化遺跡は殆どが失われた

が、Jamestown 建設 400 年を記念して文化遺跡の保存運動が起こり、上の図のような遺跡めぐりのトレイルがバ

ージニア州によって、整備される事になった。 

 

2．失われた植民地 

チェサピーク湾に最初に船で入った西欧人はスペイン人で 16 世紀初頭の事であった。ス

ペイン人は気候の暖かいフロリダ半島に入植し、ここに植民地を作らなかった。最初にこ

の土地に植民地建設を試みたのはイギリスであった。1585 年と 1587 年にイギリス人、サ

ー·ウォルター·ローリー(Sir Walter Raleigh;写真左)によってロアノーク島に植民地建設が

試みられた。彼は最初のアメリカ植民地の土地を、スポンサーである未婚の女王エリザ

ベスにちなんで、バージニアと命名した。だが入植隊はその後行方不明になり、最初の入

植は失敗に終わった。しかしこの航海で、ローリーはタバコを欧州に持ち帰った。 

 

 

3．ジェームスタウン(Jamestown) 

 

復元された三艘の帆船 

 

1606 年トーマス·スミス(Thomas Smith)はイングランド国王ジェームス一世の許可で後に Virginia Company と呼ば

れる植民地建設の会社を設立、最初の植民者 105 人をスーザン•コンスタント、ゴッドスビード、デｨスカバリーの三

艘の帆船に分乗させ、アメリカ大陸に向けて送り出した。 

船団は 144 日かけて、チェサピーク湾とジェームスリバーの合流点にある小島に到達し、砦に囲まれた入植地を

建設し、国王ジェームス一世にちなんで、ジェームスタウンと命名した。彼らはからくも越年に成功し、最初の永続

的植民地となった。 

イギリス人が入植した 1607 年頃、この地方は大酋長 ポウハタン(Powhatan：写真左)俗名、ワフンスナコック

(Wahunsunacock)が、北はポトマック川から南はジェームス河の南まで、西はチェサピークに流れ込むジェームス河

の源流から東は大西洋までの広大な地域の、32 部族と 150 の町を統治していた。この地域のインディアンはアル

ゴンキアン(Algonquian)語を話し、総人口は二万人に達していたと言う。ジェームスタウンへの入植者は飢えとマラ
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リアなどの疫病で、冬を越すと半分以下に減少してしまった。この緊急状態を救ったのが、ジョン·スミスであった。

彼はポウハタンと交渉して食料を確保した。ポウハタンはイギリス人を助け、彼らを自分の統治する部族の一つと

して組み入れようと考えていたらしい。しかしポウハタンの思惑は全く別の計画を持つイギリス人に裏切られた。両

者間の最初の戦争は 1610年に起こった。この戦争でイギリス側はインディアンの戦士と共に多数の婦女子を虐殺

した。 

これはインディアン達を大い

に驚かした。彼らは戦争では

婦女子を決して殺さず、勝者

が自分の部族に組み入れる

のが常であった為である。

1613 年、非常に頭の良い好

奇心に溢れたポウハタンの娘

ポカホンタス (Pocahontas)が

捕らわれた。彼女はキリスト教に改宗し、ポウハタンの許しを得て、ジョン·ロルフ(John Rolfe)と結婚し、イギリスに渡

ると、両者の間にはしばしの平和が訪れた。しかしポカホンタスは 1617 年イギリスで病死し、翌年ポウハタン大酋

長も亡くなると、まもなく両者の間に戦争が再開した。1622 年ポウハタン大酋長を継いだ、オペチャンカノウ

(Opechancanough)はいわゆるジェームスタウンの大虐殺でイギリス人の総人口の三分の一に当たる 347 人を殺し

た。1644 年第二の攻撃でイギリス側はオペチャンカノウを殺戮し、インディアンの鎮圧に成功し、1646 年協定が結

ばれた。植民地の経済はタバコの栽培で成り立った。チェサピーク湾の湾口とジェームス河の交差点にあるジェー

ムスタウンは海から離れた水深が深い場所で、スペイン艦隊から見つからず、すぐ逃げられるよう帆船の停泊にも

向いていた。しかし湿地帯も多く、蚊が発生しマラリアに倒れる者が続出したので、1699 年バージニア殖民政府は

近くのウィリアムズバーグに移転した。東海岸に住むインディアンはその後植民者たちの殺戮と、英国人の持ち込

んだ天然痘や結核の為に激減し、残った人は植民者社会に同化し、その文化と共にほとんど忘れ去られた。 

その後 1739年に至るまでに、北米東海岸に英国は 13の植民地を形成した。 

13 植民地の経済的な特色は、北部と南部では著しく異なり、中部はそ

の中間的な特色を有していたフランス北米植民地とくらべると、ヨーマ

ン自営農民として家族単位での植民と定住が一般的であり、そのため

人口も多く、かれらは農地の確保を指向していたため、先住民と衝突

することも多かった。イギリス国王の特許状による自主的な運営がおこ

なわれ、政治的自由が認められており、その緩い支配は「有益なる怠

慢」と称されていた。 

プリマス植民地やマサチューセッツ湾植民地などを中心とするニューイ

ングランド植民地（北部植民地）はピューリタンが多く、自主独立の気

風が強かった。この地域では庶民の立法機関であるタウンミーティング

制度が発達していた。豊富な水力や木材を利用した工業も発達し、産

業資本家や[労働者]の形成もみられた。農業の大規模経営は発展し

なかった。 
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バージニアやサウスカロライナ植民地などの南部植民地ではプランテ

ーションとよばれる大規模農業経営が広まった。そこでは当初白人の

年季契約農を使用していたが、労働力不足からしだいにアフリカ大陸

から黒人を奴隷として輸入するようになった。プランターの多くは保守

的で、またカトリックの勢力が多かった。そこでは、本国の議会制度を

模したカウンティ（郡）の制度が採用されることが多かった。ニューヨー

ク植民地、ペンシルバニア植民地などの中部は小麦を中心とする農

産物輸出がさかんであったが、奴隷制プランテーションは発達せず、

農業と商業を中心に発達した。 

 

4.チェサピークの海戦と米国東部 13州の独立 

1781 年アメリカの運命を決める大事件がチェサピーク湾で展開された。

フレンチインディアン戦争(1755-1763 は)毛皮の交易拡大をめぐって、フランスとイギリスがオハイオ州で戦い、イ

ギリスが勝利したが、多額の戦費を使い、財政危機に陥り、植民地アメリカに対して、砂糖法 ,印紙法,茶法など

次々と課税を強化した。 

1774 年 13 植民地はイギリスの政策に対する方策を協議する為大陸会議を開いて、イギリスとの和解をはかった

が、失敗し本国との独立戦争に突入した。戦争が始まった時、植民地側には軍隊が無く、各植民地が民兵を組織

しているに過ぎなかった。1775 年 6 月大陸会議は正規軍を紙の上で組織し、ジョージ・ワシントンを総司令官に任

命し、4隻の武装船を購入し、大陸海軍を形成した。 

アメリカ独立戦争の南部戦線では戦略的に決着の付かない状態が続き、イギリス軍のコーンウォリス将軍は、ニュ

ーヨークにいる部隊と連携をとるために、1781 年の夏、北に向かった。ニューヨークはジョージ・ワシントンの大陸

軍とジャン＝バプティスト・ド・ロシャンボー[ロシャンボー伯爵]のフランス軍から攻撃される恐れがあった。陸路をと

るよりも海路が安全と見たコーンウォリスは、ヨークタウンの海岸に行き、

海軍の助けを借りてニューヨークへ行こうとした。ヨークタウンにイギリス

軍が居るということで、チェサピーク湾を支配することが海軍の重要な

目標となった。コーンウォリスは、カリブ海のハリケーン･シーズンを回避

して北方へ進むイギリス海軍[西インド諸島艦隊]が来てくれることを期

待していた。同時に、ワシントンもチェサピーク湾の戦略的重要性を認

識して、カリブ海にいたフランス艦隊に至急来援するよう依頼していた。 

海軍少将サミュエル・フッド卿の率いるイギリス艦隊が 8 月 25 日にチェ

サピーク湾の入り口に到着した。しかし、そこにフランス艦隊がいないこ

とを確認したフッドは、多分事態を甘く見ていたのだろうが、14 隻の[戦

列艦]からなる艦隊全部でニューヨークのトーマス･グレイブス提督の艦

隊との合流に向かった。しかし、ニューヨークに着いてみると、グレイブ

スは戦闘に使える戦列艦をわずか 5 隻しか持っていないことがわかっ

た。 
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一方で、フランス海軍ド・グラス将軍は 27 隻の戦列艦にさらにフランスの

軍人サンシモン子爵指揮下のフランス正規軍 3 連隊を乗せて、8 月 29 日

にチェサピーク湾に到着した。イギリス海軍はすでに二つの致命的なミスを

犯していたことになる。一つは、フランス艦隊の動きを察知していなかった

こと。もう一つは、敵の戦力を過小評価して適切ではない戦力を戦場に送

ったことである。 

イギリス海軍は、19 隻の戦列艦でグレイブスの指揮により、9 月 5 日の朝

チェサピーク湾に戻った。そして、ヘンリー岬の陰に 24 隻のフランス艦が

停泊しているのを発見した。ド・グラス艦隊の他の 3 隻は、湾の奥にあるヨ

ーク川とジェイムズ川の封鎖に派遣されていた。しかも停泊している船はフ

ランス陸軍の上陸のために忙しく、士官も船員もボートも無い状態だった。 

風向きも潮も按配がよく、停泊しているフランス艦の戦闘準備ができていないことを発見したイギリス軍はすぐに湾

に突入して総攻撃を掛ければ敵を撃破できたかもしれない。しかし、ありえないことに、グレイブスの頭にそのよう

な考えが浮かばなかった。当時の伝統的な海戦戦術は、双方の艦隊が戦列を作って大砲の射程内に近づき、戦

列艦がそれぞれ自艦の前の敵艦に大砲を撃ちかけるというものだった。 

イギリス艦隊が時間をかけて戦列を作っている間に、フランス艦は碇を切り湾の外に出て自軍の戦列を作り上げ

てしまった。時間は午後の 4 時過ぎであり、両軍が互いを認識してから 6 時間が経っていた。この時やっとイギリ

ス軍は風上の有利な位置で戦火を開く準備ができた。両軍はほぼ東に動いて湾から離れた。双方の先頭を行く船

が射程内に入っていく角度で互いに接近していたが、それに続く船はまだ前の船との距離を縮める操船を行って

いた。この時風向きが変わり、後ろの方の船が接近することが難しくなった。このために先頭の船同士が戦闘開始

のときから激しく絶え間ない砲火を交えることになった。後方の船は全く戦闘に加わることができなかった。しかもイ

ギリス軍の指揮官グレイブスが発した明らかに矛盾する信号でイギリス艦隊に混乱が起こった。 

 

夕闇の 6 時半頃、戦闘は終わった。グレイブスは風上に進路を取るように全艦に信号を送り、両軍の戦列が離れ

た。この時までに先頭にいて敵の矛先を受け続けていたイギリス艦が大破して、どうやってもうまく戦い続けられな

い状態になっていた。多くのイギリス艦が浸水を起こしており、修理を必要としていた。フランスの艦隊も艦の艤装

やマストをひどく破壊されていた。 

戦闘は 9 月 5 日の日没とともに終わったが、その後数日間、両軍は互いを視認できる距離をおいて睨み合いを続

けた。両軍とも艦船の修理をしながら再戦できる機会を窺がっていた。その間にも両軍共に戦略的目標であったチ

ェサピーク湾から遠ざかっていた。遂フランスの戦列艦ヴィル・ド・パリとオーギュストに 9 月 9 日の夕刻、ド・グラス

が手詰まりを続けることの無益さを認め、フランス艦隊を引き返させた。翌日彼らがヘンリー岬に到着すると、留守

中にバラス伯がロードアイランド州のニューポートから 7隻の戦列艦とともに到着しており、チェサピーク湾はフラン

ス軍の絶対的な支配下に入った。 

実際の海戦は決着が付いたとは言いがたいが、それに続く陸上での戦闘から、チェサピーク湾の海戦はフランス

軍の大きな戦略的勝利となった。コーンウォリスには救援が届かず、フランス軍はド・グラスが運んできた部隊で増

強され、ワシントン軍と合流できた。この後にヨークタウンの包囲戦とコーンウォリス軍の降伏と続き、イギリス軍の

決定的な敗北となった。 
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まるいち 

 

日本の食料品 

日本酒、ビール、ギフト商品 

 

 

営業時間 

１０：００～７：００（月－土）火曜日定休 

１１：００～７：００（日＆祝日） 

１０４７ ROCKVILLE PIKE 

ROCKVILLE, MD 20852 

(301)545-0101 
www.maruichiusa.com 

 

これらの戦いの敗北により、イギリスは遂にアメリカの独立を認め、アメリカ 13 州は 1787 年の憲法制定会議でア

メリカ合衆国憲法を制定、初代大統領として圧倒的なイギリス軍を打ち負かしたジョージ•ワシントンを選出した。 

 

この様にチェサピーク湾はその隠れ場所の多く複雑な地形や、深い外洋の大西洋よりも波が静かで帆船の停泊や、

戦闘に適していたという特異性のため、米国建国の黎明期におけるイギリス、フランス、米国入植民の軍隊、アメリ

カインディアンの四つ巴の戦に恰好な舞台を提供したのである。 

八木治彦  

著者プロフィール：１９６８年東北大学薬学部薬学博士を経て、コネチカット大学、ジョンズホプキンス大学でリサー

チアソシエイトを務めた。1971年より NIH の NIDDK(National Institute of Digestive Disease and Kidney Disease)で

Staff Scientist となる。在米 42年、メリーランド在住。 専門分野：有機化学、化学発がん腫瘍学、薬理学。 
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さくら幼稚園に通う息子を通して思う 

言語とコミュニケーション 

リランド・スミス 

 

私は地元メリーランドシルバースプリング出身だが、私

の小さい頃は自分の息子のように国際的な環境と経

験に恵まれていなかった。大学で日本語を勉強して、

そして卒業した後(1992 年)日本に渡ってやっと日本語

の環境に入れると思ったが、大学の英語講師という仕

事上ではほぼ母国語の英語のみをつかうことが多か

った。当時の渋谷は非常に面白かったし、町に出かけ

ることは多少あっても、勉強不足のせいか、たいして日

本語を使う自信はなかった。生の日本語を使うチャン

スはなかなか無かった。粋な外人になれたような話の

ネタは意外と現れてくれなかった。例えば 

「日本のバブル経済について、どう考えてますか？」 

私「Eh?、、、」 

「ご出身はどちらですか？」 

私「 ？？？」無言 

「SMAPの誰が一番すき？ ね、香取君でしょう？」 

私 「（涙？？？？？）」 

といったような殆ど会話にならない無言に近いやり取り

の中で、モルツビールが出されると、つい「うまいんだ

な～これが」の決まり文句がすらすらと口から出る。 

 

このフレーズは TV コマーシャルで当時大人気の女優

(和久井映見)が言っていたもので覚えたのだが、自分

が唯一使えた日本語で、もちろんまったくの嘘だった

（モルツがうまいんだと？！？）、でも方便としてよしに

しましょう。要するに、自分が日本で Communication

がやっと出来たのは、その場でなんらかの表現が交わ

された（無口で終わらなかった）のと、話し側も聞く側も

共通な体験があったことによる(この場合は、よく聴か

れたテレビ CMのキャッチ フレーズ)。 

 

長い歳月を経た現在、自分もメディア業界に入り、仕

事で担当としているのがまったくその同じようなテレビ

の宣伝。昔の自分のように、無意識なうちについテレ

ビに影響される人がまた出たら、中では私のせいでそ

うなった人もいるだろう（ごめん）。 

以前、英語の編集をやった経験もあるし、言語教師も

勤めたこともある(百倍ごめん)、しかし実際の仕事でマ

ーケティング計画のアドバイスを頼まれる多くの場合、

言語選びなどは別に問題とされていない。コミュニケー

ションの基盤が言語だと考えがちだが、お客さんのメッ

セージをよりよく伝えるためには、対象と決まった消費

者をよく把握する事や、メッセージの形を洗練する事な

どが重視されている。しかし、それよりも（何よりも）対

象者にメッセージを送る時には、自分のメッセージに接

する頻度を増やす事に力を入れている。つまり、せり

ふの書き方がおもしろく出来ても、より奇抜な形で製作

されても、何度も何度もアピールしない限り、狙ってい

る結果を生み出さないのだ。 

 

テレビでは、30 秒や 15 秒のごくわずかな時間で人の

心を動かそうと、一見無理そうなことに挑戦している。

多数の相手に何かを一回だけでも伝えることでも極め

て難しいが、だれにでも受け入れられるような一貫した

形で一回目に紹介したことを何度も Follow-up をしたと

ころで、ようやく狙っている効果が期待できる。これが

幼い子供を対象にした話しではなく、教養も責任感も

備えてきた大人の場合にも当てるのだ。 

言い換えてみれば、人は一回聞くだけで充分印象を受

け、行動するものだったら、なぜ毎回有名なあの五輪

でさえもテレビ局が努力も金もだして繰り返し宣伝する

必要があるのか？意外と人は自分で絶対に分かるは

ずのことでも(例えば来月は好きなナデシコジャパンが

放送されるから見よう！と思うことなど)このような繰り
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ジャパン アソシエイツ トラベル 

旅行のことなら 何でもご相談ください。 

Japan Associates Travel 

2000 17th St., N.W.  

Washington, D.C. 20009 

Tel: 202-939-8853  Fax: 202-462-9233 

メール: jatravel@hotmail.com 

そして！ＤＣ唯一の日本食料品店 

ハナマーケット 

を同じ住所で営業しております。 

合わせてご利用ください。 

返しのリマインドがなければ行動に移さない。一回目

か二回目で頭で理解したことは、五回目や十回目でよ

うやく習慣になり、「覚えるはずのこと」から「忘れられ

ないこと」までアップグレードすると言うことだ。 

 

さくら幼稚園の行事に参加して、このビジネス界で通用

する繰り返しの効果の手段が、巧みに幼稚園で利用さ

れているのに気が付き感心した。多様なテーマで子供

たちを面白く参加させていると同時に、日本で使われ

る基礎表現や童謡などが何回も繰り返して取り上げら

れている。こんな基礎復習も成果をみせているし、新し

いことを紹介するたびに、言葉のレッスンより皆との共

同行為が重んぜられている（「単語を覚えてから人に

声かける」とは逆に、ここではまず人の間に入って楽し

みながら単語を増やしていく形になっている）。 

これによってある貴重な二重効果が生まれたのに気

がついた：その場で覚えた情報と自然に備える習慣が

同時に身につく。覚えた情報は歌や挨拶や表現の言

葉自体。一回のみで表現を覚える子もいるとしても、そ

の意義は時間をかけて浸透し育ててきたものだと思う。

挨拶を使う場面で自然に認識することも、相手にどうい

う印象を与えるかということも、一度の説明では誰も理

解できないと思う。「日本語」というのは文法と語彙で

悩む硬いものではないという大事な教訓も毎土曜日の

幼稚園での裏テーマのようにもみえる。新しい単語を

口で答えるにとどまらず、運動会などの行事で常に体

を動かして、Activityをうまく成し遂げさせる形で、「こ

れが運動会で楽しかった、成功した一因」などを身に

着け日本及び日本語を体感する。アメリカ育ちの 4歳

のこどもにとって、「日本語」というのは、緊張しながら

日本の人の中に入れられた場合、人と仲良く時間を過

ごせる助けになるものだと体を使って覚える。もちろん、

成人向けの予備校や大学の授業のやり方では伝わら

ない。とくに、わずかに一週間に半日だけの時間では、

毎回別々な日本語が課題だったら、かえってそのせっ

かく紹介した内容が殆ど子供に残らないと思う。「日本

語」と環境はいろいろあるが、さくら幼稚園の

Experienceの成功は、「日本人のことば」の環境を身

近なところで再現して、子供たちを常に体とこころと笑

いで日本の言葉を接触させるところにある。 

 

保護者としては、運動会での応援団の練習やら(パパ)

と忍者服の作成やら(ママ)と常に努力の連続だが、子

供に一生残る成果も出せると考えると、また「うまいん

だな～これが！」とついまた思ってしまうのです。 

リランド・スミス 

Vice President, Effective Media Services  

 

                              

mailto:jatravel@hotmail.com
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あけましておめでとうございます。 いつも、さくら通信を

読んでくださり、ありがとうございます。 本年もよろしくお

願いいたします。 実は、これを書いているのは１２月の

第１週目、感謝祭が終わり、２学期（８月３１日から１２月

１４日まで）の保育も後、残り２回となった時期です。 そ

こで、本日はさくら学園の３,４,５歳児たちが、２学期に遊

んで楽しんだ、またはこれから楽しむ、二つの行事（運動

会と忍玉道場）の話をさせていただきます。  

「運動会」は、２学期のメインイベントで、９月に行われま

した。 園児たちは赤組と白組に分かれて、勝ち負けには

あまりこだわらず、色々な種目に参加しました。 ここでは、

そのうちの三種目、ご紹介します。 まず「玉入れ」それか

ら「綱引き」をしました。 玉を数えるときには、みんなで一

緒に大声で日本語で数えました。 「綱引き」では、日本

語で「がんばれ～」と応援し、日本語で「よいしょ、よいし

ょ」とみんなでかけ声をかけて、綱を引っ張りました。 「お

菓子取り競争」では、後ろの列の子供たちが、１列目の子

供たちと一緒にスタートするハプニングが続出しましたが、

最後には一人一袋ずつお菓子を手にして、ご満悦でした。 

そして、園児たちが座って、お菓子を食べている間に、園

児のお父さんたちによる、「応援合戦」がありました。 ｢フ

レーフレー｣に始まり、「三三七拍子」まで、ほとんどがアメ

リカ人のお父さんたちでしたが、音の出る楽器や鍋を手

に持ち、大きな音と声で応援してくれました。 いつもとは、

ちょっと違うお父さんたちの姿に、子供たちも見入ってい

ました。  

 

そして、１２月、今週末に予定されているのが、「忍玉道

場」です。今年は、衣装を保護者が手作りするという目標

のため、９月から、忍者の衣装の企画・制作が始まりまし

た。 幸いなことに、裁縫の得意な保護者の一人が、型

紙から、生地の選択、購入、裁断まで、引き受けてくださ

いました。 そして、一人一人の保護者による、衣装作り

が、カフェテリアにミシンを持ち込んで続きました。学生時

代以来、ミシンは触っていないという方がほとんどでした

が、なんとか皆さん、完成にこぎつけたようです。  

 

さて、｢忍玉道場｣では、２－３名の園児につき、保護者が

一名引率して、色々な忍者の術のブースを回ります。 保

護者に縫ってもらった、忍者服を身に着け、折り紙の手裏

剣を片手に、忍者ポーズを決めたら、気分はもう、忍者で

す。 色々な忍者の術に挑戦しますが、ここでは３つご紹

介します。布の後ろにさっと隠れる「かくれ身の術」、風船

までジャンプする、｢かえるの術｣、シーツの下を這って抜

ける「もぐら術」などです。 どれも、子供たちが大好きな

体を動かす遊びをふんだんに取り入れた活動を先生方

が考えてくださいました。 それぞれの術を完成させたら、

首から下げた忍者カードにシールを貼ってもらいます。  

三学期も、二学期同様、楽しい行事が目白押しです。  

お正月会に始まり、節分、卒園式、武道の実演もありま

す。 土曜日にさくらに行くのが待ち遠しい子供たちばか

りで、クリスマスとお正月の休暇中も、土曜日が近づくと

「さくら、行く～？」と聞かれます。 これからも、さくら学園

が、子供たちや保護者にとって「日本」を楽しめる場所で

あり続けてほしいとの思いで一杯です。 そのために、毎

週、プランを練って、教材を準備してくださる、エバンス先

生と斉藤先生、お手伝いやボランティアを募集すれば、

我先にと名乗り出てくださる保護者の皆さんのサポートが

あればこそ、さくらは成り立っているのだと強く思います。  
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日本語教室 四季 

Japanese Center Four 

Seasons 

Japanese Language Classes 

For Children and Teens 

年令：8才～ 高校生 

レベル：初級 ～ 上級 

大人のクラスはありません 

 

4900 Auburn Ave., Suite 211, 

Bethesda, MD  20814 

www.jcfourseasons.com 

 

また、さくら協会傘下のさくら学園として、さくら協会のメン

バーの皆さんはもちろん、この地で暮らされている日本に

ルーツを持っていらっしゃる方々に、温かく見守られてい

るからこそのさくら学園といっても過言ではありません。 

今後とも、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上

げます。  

ご質問、お問い合わせは、yochien@sakuradc.org までメ

ールにてお願いいたします。 

さくら学園 年少まとめ役 福田 晴美 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくらセミナーの報告 
 

「AP ってなに？AP Japanese・ 

SATII Japanese について」 

～メリーランド大学 古山英津子先生をお招きして～ 

 

感謝祭も間近な 11 月 23 日の午後、メリーランド州モ

ンゴメリーカウンティのギャレットパーク小学校講堂に

て、さくらセミナーが行われました。今回は「AP ってな

に？AP Japanese・SATII Japanese について」という、

かなり的を絞ったテーマでしたが、50 名以上の参加者

があり、親子での参加者も見られました。 

アメリカで大学進学を考える立場にない限り、AP 

Japanese も SATII Japanese も耳慣れない用語だと思

います。私も子供が高校生になって初めて、このワシ

ントンメトロポリタン地域には日本語を外国語のひとつ

として教える高校がかなりあること、高校で提供される

AP（Advanced Placement）プログラムの意味、SAT の

科目別試験の中に日本語があることなどを知り、この

地域の日本コミュニティ内で情報交換が必要だと感じ

ておりました。古山先生はメリーランド大学日本語学科

で長年日本語コースを教えておられ、AP Japanese の

審査官も務められる一方、ご自身もここで子育てをさ

れ、さくら協会や日本語学校にも力を注がれてきまし

た。 

古山先生のお話では、現在アメリカの大学で受け入れ

られている、日本語力を客観的に判断する試験には

SAT Subject Test: Japanese と AP Japaneseの二つ

があります。SAT Subject Test: Japaneseが高校で外

国語として教える日本語の学習レベルに当たるのに対

して、AP Japanese は正式に訳すと「AP 日本語文化

試験」といって、大学で日本語の初級コースを終えたく

らいの内容のレベルで、言語だけでなく文化の理解度

も見る問題で構成されているそうです。 

セミナーは、まず、この地域の高校で開講されている

さくら学園は、保護者が運営する日本語幼稚園で

す。各クラスには専任教師がおり、持ち回りで保護

者が保育や行事をサポートしています。毎週土曜

日の午前中にメリーランド州モンゴメリー郡の公立

小学校 Garrett Park Elementary School を借りて

活動しています。バージニア州や DC からも通園し

やすい場所です。入園をご希望のご家庭は

www.sakuradc.org/kinder/をご覧の上、E メイル

（yochien@sakuradc.org）にて、お気軽にご連絡くだ

さい。 

http://www.jcfourseasons.com/
mailto:yochien@sakuradc.org
http://www.sakuradc.org/kinder/
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日替わりランチ、ラーメン、夜はお寿司、チャン

コ鍋、懐石料理,一品料理各種取り揃えて 

おまちしております。 

パーティ用のケイタリングも承ります。 

9440 Main Street 

Fairfax, VA 22031 

Pickett Shopping Center 

(703)425-7555 

年中無休 www.izakayablueocean.com 

大学教養課程レベルの授業には（日本語に限らず一

般的に）AP と IB という二種類があること、その共通点

と違いから始まりました。中でも多くの高校に見られる

AP プログラムと AP 試験の性格、大学出願時や大学

進学後における意味合いという、私にとってもわかりに

くいと感じていた点を丁寧に説明してくださいました。 

 

特にややこしい点は、科目によって AP プログラムが

ある高校とない高校とがあること、AP プログラムの授

業は AP 試験を受けることを前提としているけれど AP

試験を受けることは必須ではないこと、その一方で AP

の教科授業を受けられなくても自学自習して AP 試験

を受けることができることなどだと思います。更に、高

校で取った AP プログラムと AP 試験の成績が大学出

願の参考資料として考慮される場合もあり、また大学

入学後にその科目の初級クラスの単位に認められる

場合もあるし、単位に認定されなくても初級クラスを免

除されることもあるが（AP 本来の意味）、いずれも大

学・科目によってその扱いは一律ではないことも、大学

ごとにシステムが違うアメリカらしいですが、初めて接

すると戸惑う点です。これに比べて SAT Subject Test: 

Japanese は、SATII: Subject Test と言われる、大学受

験資格試験の科目別試験の中の外国語のひとつとい

う位置づけになります。お話をお聞きして、AP にしても

SAT Subject Test: Japanese にしても、まず授業や試

験の意味合いを理解することが、授業や試験を受ける

かどうかを検討する上で必須だと思いました。（注：セミ

ナー中に片桐が「AP 試験は一度しか受けられないと

思う」と申しましたが、後日確認しましたところ、複数回

受験可能です。） 

AP Japanese の試験と SAT Subject Test: Japanese 

とでは、試験の時期や申し込み方法も、また試験の長

さや内容もずいぶん違います。それぞれの試験につい

て、具体的な例を挙げて試験の特徴の説明がありまし

た。AP 試験は 2－3 時間、コンピューターとオーディオ

を使い、選択肢問題と自由応答問題（決められた時間

内で文章または口頭で答える）があるのに対し、SAT 

Subject Test: Japanese は 60 分で 80 問の選択肢問

題（聴解を含む）とのことです。両方とも試験を主催す

る College Board のウェブサイトで例題を見ることがで

きますが、いくつかの例題を見せていただいて、聴衆

一同うーんとうなってしまいました。いきなり聞かれたら、

日本育ちの大人でさえ即答とはいかない内容です。日

本語の力だけでなく、日本文化に関するトピックを普段

から考えておき、聞かれたことに的確に答えるために、

限られた時間内で考えをまとめて文章にする練習や、

コンピューターの日本語変換に慣れるなど、試験のた

めの準備も必要と感じました。 

 

具体的な例を交えたお話は、この地で育つお子さんや

子育てをしている親にとって役に立ったと確信しており

ます。ご協力くださいました古山先生にこの場をお借り

してお礼申し上げます。 (さくら協会 片桐伸子) 

 

肩凝り腰痛でお悩みですか。 

症状によりカスタマイズした 

サービスをご提供します。 

場所：Woodbridge & Annandale 

出張いたします。 

サチまでご連絡下さい 

７０３−４７３−６９９１ 

churamassage4u@gmail.com 

 

mailto:churamassage4u@gmail.com
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                     さくらランチグループ 

１０月１８日のさくらランチはモンゴメリーモールにあ

る Leagal Sea foodsでした。レストランはモールのほ

ぼ中心にあるので、どの入り口から入っても歩く距離

は大して変わりません。レストランの中もけっこう広く、

テーブルとテーブルの間も適当にあり落ち着けます。 

まずサラダかスープの選択ではスープにして、クラム

チャウダーをカップで注文しましたが、ここのクラムチ

ャウダーはとても美味しいです。アントレーは、クラブ

ケーキサンドウイッチ又はプレートにしましたが、どち

らもフレンチフライがいっぱい付いてきます。皆さんク

ラブケーキに決められたようですが、これが一番無

難なチョイスのようです。ロブスターロールは少々値

段が張りますが（２４ドル）house bake のブレッドの切

り目にロブスターがいっぱい入っていてとても美味し

いそうです。 フィッシュタコスは、白身の魚の小さい

切り身をフライしたものが入っているのですが、タコス

がソフトタコスなので野菜から出た水分でタコスの皮

が柔らかくなりすぎて口まで持って行くのが大変です。

お皿に３個のってくるのですが３個めはもうどうにもな

りません。これはお勧めできません。デザートのボン

ボンアイスクリームは、チョコレートボンボンの中にア

イスクリームが入っているのですが、３個ありますの

でシェアするとよいです、食事のあとをしめるのに丁

度よいデザートだと思います。お一人様チップ込みで

２３ドルから３０ドルというところです。このレストラン

は周りがうるさくないので会話がたのしめます。 

 

次回のランチは  ３月７日（金） １２時から 

Black Market Bistro 

4600 Waverly Ave. Garrett Park, MD 

Tel：301-933-3000 

参加ご希望の方は１０月１５日までにリンカー（３０１）

９７７－７１３４にご連絡ください

 

 

恒例となった「さくら協会のミツワ買い物旅行」も今回

で 3 回目を迎えました。今年は東部一帯も 12 月に

入ると急に寒波に見舞われ、雪と氷雨で凍結状態と

なってしまいました。道路事情など考慮すると、ミツワ

のある NJ 州の Edgewater は DC 地区よりずっと北

にあり、15 日の当日は果たして天気は如何ばかりか

と、1-2 日前から心配でよく眠れない有様でした。当

日の早朝は、幸い、予想していた雪も降らず、曇りで

気温も華氏三十四度、夜半には小雨もやんでくれま

した。民家の庭には 1 週間前の雪がまだ残ってはい

ましたが、道路状態はドライで極めて良好、NY 近郊

はどうかと言う不安はありましたが、出発は出来ると

いう確信が持てました。VA 側の皆様の駐車は、二宮

陽子さんの交渉のお蔭と Westin Hotel のご厚意で

ホテルの駐車場を使わせてもらえることになり有難い

ことでした。バスは Japan Travel さんのお蔭で、毎年、

新しくて乗り心地の良いバス（41 人乗り・トイレ付）を

用意して頂けるので助かって居ります。今年の運転

手の LUIS さんは、運転の腕もよく、ハイウェイの混

雑もなかったので、安全かつ快適なスピードでスイス

イと走ってくれました。彼は人柄も明るくて，小まめに

荷物の出し入れ等手伝って頂き，皆さんに大好評で

した。皆様の奮発されたチップのお蔭か、ご本人も大

いに来年を期待されている様子でしたが、次回も指

名に値する運転手さんでした。 

 

どんより曇り空も、やがて白い雲に青空が開き、願っ

てもいない天候に変わりました。驚いたことにはバル

チモアを過ぎたころからは、まぶしい太陽の日差しま

でさし込んで来るではありませんか。雪に覆われてき
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らきらと輝くまぶしい田園風景や、サイロのある牧場

の景色は、クリスマスカードや絵葉書の風景にピツタ

リ、心洗われるような窓の眺めを楽しむことも出来ま

した。ポカポカと暑い位になったバスの中は、久しぶ

りの友人達との会話に熱中する人、早起きをしたの

で寝なおしをする人、おにぎりやサンドイッチの朝ご

はんを食べる人、ミツワのパンフレットを眺めながら

買い物の計画を立てる人など、皆リラックスしてたっ

ぷりの自由時間を楽しみました。忙しい日常生活か

ら解放され、運転を気にする必要も無く、余裕たっぷ

りの座席で自分の時間を取り戻す事も出来るこのバ

スの旅は、意外に貴重な時間帯になり得るという事

にも気が付かされました。  

 
ミツワの駐車場にはさすがに除雪された大きな雪の

山が残っていましたが、ハドソン河の対岸のまぶしい

光に輝く、美しい摩天楼の景色をたっぷり堪能し、久

しぶりに都会気分を味わうことが出来ました。店内に

入ってからの 4 時間弱は自由行動です。ずらっと並

ぶ食堂・小売店・並べられている商品すべてが日本

語です。視覚や臭覚、空間の雰囲気が日本にいるよ

うな錯覚を起こさせます。皆ワシントン近郊では到底

味わうことが出来ない豊富な商品を選択する喜びを

たっぷり味わうことが出来たと思います。 

残念ながら今回は寝過ごされてバスの出発時間に

間に合わなかった方が１名おられましたが、参加下さ

った 22 名の方々のご協力に心から感謝申し上げま

す。どうか来年もふるってご参加ください。今回もバ

ス代はさくら協会から多額の補助がありましたことを

お伝えいたします。(バス旅行担当：八木葉子) 

 

 

協会のお教室は各講師宅となっておりますので、お問

い合わせは各講師にご連絡ください。参加費は、会員１

回５ドル、非会員１回７ドルです。 

 

フラダンスー講師：スポールディング二宮陽子 

場所：講師宅にて 毎週金曜日１１時～１２時 

電話：（７０３）５６９－０８０９ 

Ｅメイル：yspalding@cox.net 

日本刺繍-講師：八木葉子 

場所：講師宅にて 月一回火曜日 

電話：（３０１）９８３－１７９０ 

Ｅメイル： yagi.yoko@comcast.net 

姿斉教室― 講師：スチュアート純子 

www.shisei-planet.com 

場所：講師宅にて 毎週木曜日１１時～１２時 

電話：（２４０）８３９－７４２４ 

Ｅメイル：junkostuart@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンピューター修理 

コンピューターの修理、設定、 

アップグレード等、日本語で承りま

す。お気軽に濱田までお電話くださ

い。 

703-845-9218 

info@tokugawa.com 

 

 

 

 

 

mailto:yspalding@earthlink.net
mailto:yagi.yoko@comcast.net
http://www.shisei-planet.com/
mailto:junkostuart@gmail.com
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❀ 会員を募集しています ❀ 

さくら協会では、日本人、日系人同士の交流と相互補助、地域コミュニティーとの親和を目指して、３歳から５歳児のため

のさくら学園、毎月のランチグループやお料理教室が楽しめるカルチャーグループ、三味線や尺八などのエンターテイメ

ント、年４回発行のさくら通信、健康や教育に関するセミナーなどを提供しています。このニュースレターをお読みになっ

て、趣旨にご賛同いただけましたら、ぜひご入会ください。  

メンバー年会費（4月～3月）は 25 ドルです。アメリカ国外に在住の方は、郵送料が高額のため、35 ドルとさせていただ

きます。会員には、イベントやセミナーのお知らせを随時メールなどでご連絡し、「さくら通信」を郵送でお届けします。ま

た、さくら学園、シニアネットをはじめとした各種アクティビティへの参加が可能です。 

入会ご希望の方は下記の申込書をご記入の上、Sakura Association, Inc. 宛てのチェックとともに、 

Sakura Association, Inc. 

P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694   までお送りください。

***************************************************************きりとりせん****************************************************************** 

会員申込書                   日付＿＿＿年＿＿月＿＿日 

新規会員 継続会員（いずれかに丸） ＊活字体でお願いいたします。 

氏名（英語）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（日本語名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

住所： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

電話番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   FAX番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

FAXは自動受信ですか？（いずれかに丸） 自動受信可 切替必要 

E メールアドレス：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   日本語のメールは？    OK   読めるだけ  不可 

同封金額: ＿＿＿＿＿＿ドル 

さくら協会を何で知りましたか？ さくら通信 Webサイト 友人 その他（                   ） 

よろしければあなたの年齢層をお教え下さい。   20代   30代   40代   50代   60代   70代+ 

シニア向けの活動を電話連絡してほしいですか？ はい いいえ 

 

よろしければ出身地（都道府県）を教えてください （                 ） 
 
 

Sakura Association, Inc. 宛ての$25（アメリカ国外在住の方は$35）の小切手を添えて、 

P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694までお送りください。さくら協会は非営利団体（non-profit organization）ですの

で、会費は米国所得税控除対象となります。ご寄付も歓迎致します。よろしければ今回、ご寄付の金額を加算したチェッ

クをお送りください。(年会費は４月から翌年３月末までの１年間有効です。但し、１月から３月の間にご入会の場合に限

り同年４月からの年会費が免除になります。) 
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詳しくは、このニュースレターをご覧になるか、お近くのさくら協会のメンバーにお尋ねください。 

Webサイト: http://www.sakuradc.org E メール: info@sakuradc.org  まで。 

 

Sakura Association, Inc.  P.O. Box 1694, Rockville, MD 20849-1694 

                             

 

 

日本人がアメリカで

助け合うって大事な

ことなのね。 

たまには、こういう 

のもおもしろいかな。 

 

さくら学園で、こどもと楽しく 

いっしょに学べる！ 

一緒に、人のためになるこ

と、やってみない？ 

 

 さくら協会のご紹介  
 

さくら協会は、1997 年に設立された CUGI（Citizens 

United in Global Interest）を前身として、2000 年 9

月に新しい団体として発足しました。日本語を話し、

ワシントン DC 首都圏に住む人々を中心に、日本

人・日系人同士の交流と相互補助、地域コミュニテ

ィとの親和を目指して、異文化での子育てやシニア

ライフ、日米文化交流のための活動を展開していま

す。会員の皆さまのために、新年会、見学会、小旅

行、セミナー、ランチョン、バザーなどの各種イベン

ト、フラダンスやブリッジなど各お教室を日本語で開

催しています。 

 

あたらしい友だちが増

えるかな？ 

 

ためになるセミナーも

あるのね。 

地域で役に立つ情報がいっ

ぱい！ 
 

http://www.sakuradc.org/
mailto:info@sakuradc.org

