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「クラコーラ氏旭日小綬章受章に寄せて」

春の叙勲で旭日小綬章を受章されたナショナル・

ギャラリーのジョセフ・J・クラコーラ様より受賞の

喜び、また、日米フレンドシップに寄せる想い等

々、ご執筆頂きました。大使館での授賞式のお

写真とともにどうぞ。P.2〜

ワシントンの映画好きによるリレー連載：第21回
「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

今月はピョン子様より「ワシントン生活と映画」と題し、ワシントン

滞在思い出の映画の数々、そしてお題の「ロボット」映画につい

てご執筆頂きました。P.6〜

「研修会報告『日系アメリカ人 人権回復25周年記念講演』」

今年は日系アメリカ人人権回復25周年

の節目にあたります。6月の研修会では

記念講演を開催し、日系アメリカ人3名の

方々より素晴らしき、また大変貴重なご

講演を頂きました。P.4〜

「グルマン会、ワシントンの食を語る」シリーズ 

シリーズ第七弾の今月号はグルマン会

が注目するホットスポットを取り上げて

頂きました。トップバッターはバラエティ

ー豊かな14th ストリートです。お見逃し無

く！P.12〜
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クラコーラ氏旭日小綬章受章に寄せて

「On receiving the Order of the Rising Sun, 
Gold Rays with Rosette 」

I am overwhelmed by having received the Order of the 
Rising Sun, Gold Rays with Rosette and am extremely grateful 
to the Emperor, the Imperial Household, the Prime Minister, 
Ambassador Sasae, the Government of Japan, and the 
Japanese people for ongoing encouragement and support and 
for this extraordinary honor.

My relationship with Japan, spanning nearly thirty years, 
has more than changed my life, helping me to see in new and 
different ways. The friendships I’ve made, the wonders I’ve 
seen, and all that I’ve learned along the way, have left a deep 
and indelible mark.

Yet, over time, I’ve come to realize that there is so much more 
for me to learn and to understand and that my journey has only 
just begun. Perhaps, this is captured best in a poem by Kobayashi Issa:

little snail
climb Mount Fuji,
but slowly, slowly

I promise to passionately continue my journey, inch by inch, no matter how long it may take. 
My goal is to do all that I can to help in enhancing cross-cultural understanding and friendship 
between the people of Japan and the United States.

For centuries, the Japanese people have had the extraordinary capacity to capture the 
essence of the world which surrounds them, as if holding a magnifying glass under the sun 
and burning a tiny hole in the center of a piece of paper. This finds its form in all aspects of 
Japan’s culture, deeply embedded in its art, poetry, music, theatre, literature, philosophy and 
all elements of the humanities. 

Comprehending this capacity is central to understanding the people, the heritage, and the 
spirit of Japan and cultural exchange is instrumental in strengthening the bonds between  
our countries. 
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My hope is to create a partnership initiative including the National Gallery of Art, other 
American institutions, and the cultural forces of Japan. The purpose of this partnership would be 
to establish an international exchange of art, specifically a series of exhibitions in Washington, 
drawn from important Japanese collections, and a series of exhibitions of western art at key 
Japanese venues, drawn from the Gallery’s collection and other sources.

The exhibitions will focus on the artistic and cultural heritage of the Japanese and western 
worlds and will be spread over a ten year period. Ancillary activities, featuring a wide variety 
of educational and performing arts programs and including the involvement of artists, scholars, 
teachers and school children will play a catalytic role in stimulating a people to people exchange 
and embracing the culture and humanities of both of our nations. 

This concept is based on the premise that cross-cultural understanding and appreciation 
needs to be developed on an ongoing and systematic basis, rather than trying to achieve 
this goal through sporadic or one time initiatives. The program would significantly enhance 
the potential for cultural diplomacy and serve as a model for similar initiatives involving  
other countries.

Japan and the United States both share leadership roles on the international stage and are 
strong economic partners and strategic allies, grounded in an all encompassing friendship. 
Sharing our cultural heritage can only help to deepen our bonds.

Japan has given me so much, I am committed to giving back.

Joseph J. Krakora
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研修会報告「日系アメリカ人 人権回復25周年記念講演」

講演者：
Norman Mineta元運輸長官

Mitchell Makiカリフォルニア州立大学ドミンゲス・ヒルズ校学務部副学長
 Irene Hirano Inouye US-Japan Council理事長

研修担当理事　南里／後藤

6月25日に上記3名の方々を招いて研修会（講演会）を開催しました。

今年は、第2次世界大戦中に強制収容された日系アメリカ人が人権回復を果たした市民自由法

（Civil Liberties Act of 1988）の制定から25周年に当ります。アメリカでの日系人社会や組織の活

動が日米関係の維持・強化に多大な貢献をしていることはご高承のとおりです。その背景には、日

系アメリカ人が開戦以降の誹謗中傷や強制収容、終戦後も続いた人種差別を乗り越え、人権回復

に奔走したという苦難の歴史があります。

Norman Mineta元運輸長官は家族と共に強制収

容を経験し、かつ市民自由法成立の立役者の一人

でもあります。Mitchell Maki氏は、日系アメリカ人

に関する歴史研究の第一人者として知られていま

す。共著“Achieving the Impossible Dream: How 
Japanese Americans Obtained Redress”では、筆

頭著者として、戦時下から戦後にかけての人権回

復運動の経緯などについて分析しています。一方

で、Irene Hirano Inouye氏の夫、故Daniel Inouye
上院議員も、Mineta元運輸長官らと共に人権回復

に奔走した一人でした。そうした縁から、Inouye氏を

通じて両氏へ講演依頼をしていただき、今回の記念

講演会が実現するに至りました。

講演会には商工会会員ら約70名が出席し、まずMaki氏が日系アメリカ人の苦難の歴史について

説明しました。熱のこもったMaki氏の発表に、感涙を禁じえなかった方々も多く見受けられました。

特に、財産、自由、機会のすべてを奪われ、粗末な収容所に入れられながらも、日系人の方々が 

「米国市民になり切れていなかったから、こういう目に遭っている。しかたがない」という恥の意識を

もって収容所生活に耐えたというくだりには、大きく心を揺さぶられました。そして、「110%米国市民

にならなければならない」という意識の下、自ら進んで従軍した人々も少なくありませんでした。故

Daniel Inouye上院議員もその一人です。「このような扱いを受けながら何故そこまで国に忠誠を尽

くすのか」と訊かれたKazuo Masuda上等兵（欧州戦線に参戦）は、「こうするしか、アメリカでチャ

ンスを得る方法がないから」と答えたそうです。

右端：Dr. Mitchell Maki
椅子席前列左から2人目：Irene Hirano Inouye
同3人目：Secretary Norman Mineta
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終戦後、12万人に上る日系アメリカ人は強制収容から解放されましたが、一日も早くその記憶を

過去のものにしてしまいたかったと言います。しかし、その苦難の歴史を埋もれさせてはいけないと

の考えから、戦時中に起こったことを検証しようとする運動が始まり、公聴会の開催に漕ぎ着けまし

た。それを担当した特別調査委員会は、「日系アメリカ人の強制収容は、人種に基づく差別的な行

為であり、差別禁止と人権尊重を定めた米国憲法に反することは明らかである。戦時中の異常な

精神状態の中で行われたとはいえ、当時の政治指導者らの過ち（“failure of political leadership”）

によることは明白である」という結論を出すに至りました。

同委員会による報告が出た後、日系アメリカ人の人権回復運動は急速に活発化しました。しか

し、市民自由法が成立するまで、更に10年以上の歳月を要しました。1988年8月10日に、Reagan
大統領（当時）が同法へ署名する場に立ち会ったというMineta元運輸長官は、「アメリカという国

は、自らの過ちを率直に認め、それを正すことができる偉大な国だ」と感慨を込めて述べつつ、この

講演会を締め括りました。

講演会の後、多くの方々から、「感動した。素晴らしい講演会だった。専門家や当事者の生の声

を聞くことができて、大変貴重な機会となった」などといった評価が寄せられました。

また、今回の講演会は、日本大使旧公邸をお借りしたことにより、歴史の重みを感じさせる印象

深いものとなりました。水越公使始め、日本大使館の関係者の皆様には、この場を借りて御礼申し

上げます。

Illustration by Emi Kikuchi
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第21回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
ピョン子

ワシントン生活と映画

4年半のDC生活の総括がこの原稿となり、今から残

り10時間の日本へのフライトでワシントン生活の間に見

た映画を反芻することとしましょう。私は特に熱烈な映

画ファンという訳ではありません。が、この4年半は私の

人生でより多く映画を見た日々でした。その理由は3つ、

1）やたらに遠距離フライトの出張が多い仕事であったこ

と、2）DCの暗くて寒い冬の最も手頃な娯楽、3）映画館

へのアクセスが良い、近所に散歩に行く感覚で映画館

に行ける。因みに私の住んでいたCleveland Parkには

Uptown Theaterというレトロな映画館がありました。最

初は、さえない映画館と思っていましたが、DC生まれ・DC育ちの同僚によると、その昔はDC一人

気がある映画館だったということです。今ではその面影はありませんが、昔のアメリカを彷彿させる

レトロな佇まいに華やかな往年を忍ばせています。とはいえ近所にありながらついついBethesda 
RowやE-Street Cinemaに足を運んでしまい、とうとう足を踏み入れず仕舞いに終わってしまいまし

たが。

さて、DC滞在中に見た映画の中で絶対もう一度見たい映画を一つ選べと言われたら何を選ぶか

考えてみました。私が選ぶのはIncendies（日本語題「灼熱の魂」）です。はっきり言って重い映画で

す。非常に重い。重すぎてあまり人には勧められません。レバノンからカナダに移住した劇作家ワ

ジディ・ムアワッドの戯曲『Incendies』の映画化で、レバノンの内戦をテーマにし、2010年アカデミ

ー賞外国語映画賞を受賞した作品です。この原稿を見て興味を持つ方がいらっしゃるかもしれない

のでストーリーについてはあえて触れませんが、もしこれから見ようと思われる方は、まず最初にレ

バノン内戦についての基本的な知識を仕入れてから見るとより良く理解できると思います。もちろん

映画なので極端なストーリーですが、レバノンのみならず紛争地域出身の知人達からはここまで激

しいものではなくとも我々には想像できないような内戦下の日常生活の話を聞くことが多く、平和な

日本に生まれ育ったことがどれほどの幸運であったかをしみじみと感じることしばしばでした。

ストーリーの最後で心が救われるという点ではIncendiesほど重い映画ではないものの、やはりも

う一度見たいものに「善き人の為のソナタ」があります。こちらは2006年のアカデミー賞外国語映画

賞作品のドイツ映画で確か飛行機の中で見たのですが、共産主義時代の東独の反体制派の音楽

家のカップルとその友人を監視するシュタージ（国家保安院）のストーリーです。元スパイ小説おた

くにとって、ストーリーは想定内でしたが、ウルリッヒ・ミューレ演じるヴィースラー大尉の無表情であ

りながら少しずつ変わっていく心の動きの表現が素晴らしい映画でした。

レトロな外観のUptown Theater
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エンターテイメント系の映画では私は昨年度アカデミー賞を取っ

たArtistを圧倒的に支持します。まず最初に見終わった時の感想は

「これで＄12は安い」です。ジャン・デュジャルダンのセクシーな演

技を100分間しっかり堪能でき、単純なストーリーではあるが、歌が

聞こえないのにまるでミュージカルを見終わったような満足感。そし

て何より一言も会話がないのにストーリーを完璧に理解できるとい

う素晴らしさ。世界中の人達が一斉に見ても全員が同じ内容を共有

できる映画というのはめったにあるものではないでしょう。この時期

The Iron LadyとDescendantsも続けてみたものの、The Iron Lady
はメリル・ストリープのマーガレット―・サッチャーは素晴らしかったけ

れど売りはそれだけ、Descendantsは良かったものの娯楽の質は

Artistに及ぶものではなく、Hugoは接戦であったものの洗練度合に

おいてArtistに軍配との結論に至っていたので、アカデミー賞の受賞

は当然の結果と納得した次第です。Artistはここ何年間かで最も良く

出来た映画と勝手に評価しています。

これまで見た最もオタクな映画と言えるのが「ピアノマニア」。フラン

スのピアニスト ピエール＝ロマン・エマールのCD録音の為のピアノの調律を行うスタィンウェイ社

の調律師のドキュメンタリーですが、いやまぁその細かいこと。要求するピアニストもピアニストだけ

れど、それに応じる調律師の超人的な繊細さとこだわりにはどこか優秀なソムリエと共通する物が

あるように思えた映画でした。ピアノ音楽がお好きな方にお勧めの映画。

DC滞在中に外人に最も多く見られた日本の映画は

「Jiro – Dream of Sushi」だと思います。私の周りでも

この映画を見たが為に東京でわざわざ次郎に行った人

たちが何人もいました。この映画はE Street Cinemaで

見たのですが、日本人観客としては外人と日本人の反

応の違いが面白さの一つでした。外人は次郎さんの魚

と下拵えの細かさに感嘆の声があがり、日本人はにぎり

上がった鮨に一斉に生唾をのむ。もちろん私も後者で、

こうしている今も鮨下駄に乗った鮨のシーンを思い出

すと口の中に涎が広がってきます。が、残念ながらこの

映画は邦画ではありません。私が外人に勧めた邦画は 

「テルマエ・ロマエ」。阿部寛主演の人気漫画を映画化し

たコメディーですが、これは日本を紹介する映画としては最高の部類に入ると、勝手に位置付けて

います。海外にいる日本人ビジネスマンが取引先に日本文化とメンタリティー、技術と発想の豊か

さを紹介し、興味を持ってもらうにはこの映画を見せるのが最も手っ取り早い。日本のイメージ創り

に日本政府はこの映画を積極的に宣伝するべきです。

原稿の最後に、Key Word「ロボット」に関わる映画について。「ロボット」と聞いて何故この映画を

最初に思いついたのか自分でも不思議なのですが、思い浮かんだのは1929年？フリッツ・ラング

イラスト： Yoshikazu Egawa

イラスト： Yoshikazu Egawa
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監督の「メトロポリス」。いったいいつ見たのかも定かではないのですがたぶん30年位前の様な気

がします。1929年から想像した100年後の都市を舞台にした映画で、2013年の現代と当時想像し

た未来のギャップが興味深いのですが、この映画を見た30年前ですらまだ今の都市の姿は想像で

きていなかったのだなぁと思い起しました。独裁者フレーダーゼンが科学者ロトワングに依頼をして

作らせたアンドロイド・マリアは鉄腕アトムや鉄人28号より早く世に出たロボットだったはず。ストー

リーははっきりと覚えていませんが、ロボットと聞き突然お椀を伏せたような胸の美女のロボットマリ

アの姿が脳裏によみがえってきました。元祖ロボット映画をご賞味あれ。

DC最後の晩は独立記念日の花火を楽しみました。勤務していたオフィスは遮る物なく真正面に

モールを見下ろす場所にあり、毎年7月4日の花火を堪能する贅沢を味わいました。そこで次回の

Key Wordは「花火」といたします。

皆様、これからもDC映画ライフを堪能してください。

JCAW
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ワシントン月報（第96回）

｢日中韓の歴史問題」

米国弁護士　服部 健一

韓国と中国は日本に対して事あるごとに「歴史問題」を持ち出

すが、彼らの言う「歴史問題」はここ100年位の間の歴史に限定し

ているようである。

しかし、本当に歴史を考えるなら自分達に都合のよい時期だけ

とらえて「歴史問題」を論じようとするのはご都合主義でしかない

のではないか。

小生は7月3日~13日（土）まで日本出張しており今回の商工会

原稿を書く時間はほとんどなかったので、帰りの機内で読んだ 

「反日思想―歴史の真実」という本の興味深いごく一部を紹介し

たいと思う。

この部分は中韓の歴史の一部に関する記載で、昔の中国は「朝貢」といって高麗（現韓国）等の

近隣の国々に対して、中国の皇帝に貢物を強要していたという事実についてである。

当時の貢物にはあらゆる物資が含まれていたらしいが、韓国の女性（しかも美人のみ）を提供せ

よという概略以下のような話である。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

元（注：但し、元は蒙古主体の国家であったので、本来は中国とは言えないであろう）の支配

下にあった高麗国王は、代々元から妻を娶らなければならず、また名前も常に「忠」の字をつけ

ることを義務付けられた。「忠」とは言うまでもなく、元への忠義である。

また高麗の処女で美人の女性は元へと献上しなければならなかった。「貢女」である。

貢女は自分達で選ぶことは許されず、中国から貢女を選ぶ「採紅使」が来ると、朝鮮側は貢

女を選抜する機関を設置し、巡察使が各地を物色してまわった。貢女の季節がくると、処女を

献上するため国中の婚姻が禁止されたと「高麗史」に書かれている。

1274年には元が140名の美女を連行し、忠烈王・恭愍王の時代には貢女は170人以上、44
回に上った。これは高麗時代だけでなく、李氏朝鮮になっても太宗から孝宗の時代にかけて

明・清に146人が9回にわたって献上されている。

太宗の時代では、候補者に美人がいないことに激怒した中国の使者は、朝鮮の官僚たちを

棒で打ち据えるなどしたため、朝鮮側は民衆に対して処女を隠したものや顔に傷をつけるため
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クスリを塗るなど、選抜から逃れようとしたものは厳罰に処すと命令するに至っている。

貢女として連行されていった女性は数千人に上ると考えられているが、「三朝実録」などの編

纂に参与した李穀（1298～1351）が言うように、娘が生まれたら秘密にしたまま暮らし、娘を隠

していたことが発覚すると村全体が処罰の対象になったものの、カネがあるものは賄賂をつか

って切り抜けた者もいたようである。

また高麗では、元の度重なる献上品の要求で国庫が貧窮し、政府は「功の無い者でも金を納

めれば官位を購入できる」と、売官まで行う状況へと追い込まれていった。

後金（注：後の清であり、これ以降は現中国の前身の国であろう）が明を滅ぼそうとしたときに

は、明を救出すべく朝鮮は挙兵するが、返り討ちに会い（丁卯胡乱）、1627年、後金を兄、朝鮮

を弟とする和議を結ばされた。

その後、清が朝鮮に臣従を要求すると、これを拒否したため朝鮮は清軍に完膚なきまで叩き

のめされた挙句（丙子胡乱）、1637年、李王朝第16代国王である仁祖は、平民の着る粗末な服

装に着替えて、受降壇の最上段に座るホンタイジ（清の二代皇帝）に向かって最下壇から三跪

九叩頭の礼による臣下の礼を行って許しを乞うた。

ホンタイジは、朝鮮に対して自分の徳と仁祖の過ちについて記載した碑文を石碑に刻ませ、

建立させるとともに、清からの使者を接待するため、迎恩門を建立。

使者は朝鮮国王みずからが三跪九叩頭の礼で迎えた後、慕華門で接待を行うようにしたので

ある。

朝鮮がこのような過酷なまでの中国の支配から脱却することができたのは、1895年、日清戦

争によって日本が勝利したからであり、日本が清に李氏朝鮮の独立を認めさせるまで続けられ

ることになったのである（注：勿論、それ以降大日本帝国の影響下に入り、併合への一途を辿っ

たことは周知の事実である）。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この本の作者はペンネーム、拳骨拓史氏で素性は全くわからず、氏の書く内容の信憑性には疑

問が多い書物ではあるらしい（そのため私の勝手な判断でそれなりの注を書き入れている）。しか

し、昔、朝貢や貢女があったことはまぎれもない事実である（この点は他の書物でも確認した）。

韓国は事あるごとに日本に対して慰安婦の問題提起を行い、中国もこれに便乗して日本を非難

する。そして両国はこの問題を世界的に広げつつある。では、韓国は貢女の問題を中国に対して

何といっているのであろうか。これはずっと「昔の歴史問題」なので今はとやかく言わないというな

ら、いつから歴史は「昔」となるのだろうか。

私は貢女問題を今回の出張帰りに知ったばかりなのでまだ何も述べる資格も、知識もないが、 

1つ言えることは日本人はもっと日中韓間の本当の歴史を知るべきではないか、そうしないと彼らと

公正な議論もできないのではないかということである。
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広告募集のご案内
JCAW会報に広告を掲載しませんか？

JCAWでは、広告掲載の申し込みを承っております。 
JCAWは500名以上の会員からなり、ワシントン地域の
日本人社会に広く浸透しています。

是非、貴社の広告や宣伝にJCAW会報をご利用下さい。

会報の広告にリンクを設定する事により、クリック1回で、貴社
のウェブサイトやEメールアドレスにアクセスすることができま
す。年間契約でさらにお得になります。

JCAWウェブサイトのトップページには、バナー掲載など、各種
オプションを取り揃えております。

詳しくは、JCAW事務局までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
Japan Commerce Assosiation of Washington, D.C., Inc.
1819 L Street N.W., Level 1B, Washington, D.C. 20036

TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948 
Email: office@jcaw.org URL: www.jcaw.org

広告のイメージ図

料金体系（2013年1月からのレート）

ウェブサイトのバナーのイメージ図

日本人コミュニティーのための学校１９９２年設立
サービスライン
すべてのスキル・レベルに対応した英語コミュニケーション力の向上

•	
米国の政治システム・政策・政治課題背景と歴史についての講座

•	
個別テイラーメイド・プランによる英語表現力、英語による業務遂行

•	
能力アップ

本校の現参加者
日本人ビジネス,	政府関係職員

•	
日本人特許、学界関係者

•	
ＤＣ在住の日本人ご家族

•	

※	お子様サマー・スクール８月開講への	　参加者も募集中！

体験レッスン実施中詳しくはホームページを	ご覧ください（地図あり）www.carriganschool.com
所在地：	1001	Connecticut	Ave.	NW,	Suite	240,	Washington,	DC	20036

Conn.	AveとK	Streetの角（レッドラインのFarragut	North駅の上）にあります
電話：	　202-785-1303Eメール:	info@carriganschool.com

Carrigan School
of Language & Business

広告掲載先 サイズ
商工会会員 非会員

月料金 年料金 月料金 年料金

会報※1

1/4ページ $50 $450 $70 $630

1/2ページ $100 $900 $120 $1,080

1ページ $200 $1,800 $240 $2,160

ウェブサイト※2 300px X 50px なし $300 なし $750

※1 会報広告 原稿制作費は当広告掲載料金に含まれません。原稿は広告主様にて手配願います。1年契約で1回割り引きとなります。
（会報は年10回発行）

※2 ウェブサイトのバナーは年間契約のみとさせていただきます。
（バナー作成を依頼する場合は、別途$50～対応いたします。お気軽にご相談ください。）

mailto:office%40jcaw.org?subject=
www.jcaw.org
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「グルマン会、ワシントンの食を語る」シリーズ

第七回「ワシントンの食のホットスポット、魅惑の14thストリート」

1.はじめに

これまで本コーナーでは食材や料理を切り口にワシントンの食を紹介してきたが、ここらで多少趣

向を変えて、グルマン会が注目する食のホットスポットをご紹介する。ワシントンで美味しいあるい

は、しゃれたレストランが集まると言えば、Dupont Circleあたりが真っ先に思い浮かぶが、知る人

ぞ知るレストランが多く、また、最近続々と新しいレストランがオープンして注目を集めているエリア

として、14th streetがある。14th streetといっても今回ご紹介するのは、N streetあたりからU street
くらいまでの区間で、このあたりは再開発が進み今ワシントンで最も人気のある住居エリアとも言わ

れている“Logan Circleエリア”のほぼ中核的な位置にあることもあり、特徴的なレストランが集まっ

ている。

14th streetとP streetの交わるあたりは1950年代には車ディラーが多くauto rowなどと呼ばれてい

た頃もあり、その衰退や1968年の暴動騒ぎなどとともに荒廃して行き、また、その後Logan Circle
あたりは麻薬取引や売春婦のたまり場であったとかで、あまりパッとしない場所であった。時を経て

21世紀への移り代わりの頃からの前述のエリア周辺再開発の影響で富裕層が移り住み始めたこ

ともあり、14th streetは当時の面影を多少残しつつ、ライブ劇場、アートギャラリーそしてしゃれたレ

ストランのある町並みとなった。

2.バラエティに富む14thストリートのレストラン

　過去の記事でご紹介した日本とメキシカンのフュージョンのMasa14や一度食べたら忘れられな

い麻婆豆腐のGreat Wall Szechuan House など、14th streetには個性あふれるレストランが多い

のが特徴、その他にも以下のようなレストランが目白押しである。

• Pearl Dive Oyster Palace（Seafood）

DCで最も新鮮な魚屋兼シーフード・レストランBlack Saltの姉妹

店。店名にあるPearl Diveとは文字通り（オイスターなどの中にあ

る）真珠をとりに海底に潜ることを意味する。と、理解しているとさほ

ど覚えるのが難しくない店名かもしれない。常にアメリカ東、西海岸

産、日本の熊本産などのオイスターを用意しているのみならず、数

々のアペタイザー、Oyster Po’Boy、魚のフライのBLT、また、フラ

イもの以外にも、魚のグリル、ステーキ、などもある。なかでもお勧

めはCold AppetizerのMariscos de Campechana。（写真−1）2人

でシェアすると次に進みにくいくらいの量がある。4人くらいでのシェ

アがちょうど良い。中身は蟹肉、海老、オイスター（2個程度）、トマト

サルサ、アボカド、シラントロ（香菜）などをコーンチップスに載せて

食べる。（ごっくん！）つい白ワインがすすんでしまう。予約を取らな

いが、待つ価値あり。金曜のランチは空いていて狙い時。

• Pig（American）

豚の色々な部分を色々なアングルから料理（写真−2）してくれる楽しいレストラン。食材を

写真−1：Pearl Dive Oyster 
Palace のアぺタイザー、二人で
も多い
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ローカルファームから仕入れていることでも有名な

Eat Well DCグループ・レストランのひとつでもある。し

かし豚以外にもシーフードや野菜料理のメニューもあ

り、なかなか使いやすくできている。

• Posto（Italian）

Ristorante Toscaの姉妹店で14th streetでの数少ない

イタリアンのうちのひとつ。近代的なワインのディスペン

サーや種類豊富で良心的な値段設定のハッピーアワー

メニューを楽しめるバーがお勧め。スタッフのサービスも

しっかりしている。味も本店の店名のとおり、確か（とす

か）である。ここでハッピーアワーをしたあとで、お隣の

Great Wall Szechuan Houseで麻婆豆腐や坦々麺でしめるのも悪くない。

• Estadio（Spanish）

スペインレストランとして評判のEstadioは、メニューの充実ぶり

にその特徴がある。スペインならではの小皿料理、多様なチーズ

類、海の幸山の幸の特徴を生かしたアントレ、及びワインを始めと

するスペインの飲み物の充実ぶりには目を見張る。素材の新鮮さ

を生かしたカラマリやタコは特にお勧め（写真−3）。畏まったディナ

ーというよりも、数人でお好みの品をシェアしながらスペインの飲

み物を楽しむと言った居酒屋感覚で楽しむには最適。唯一の欠点

は締めの一品として食べたいパエリアの類いがないことくらいか？

• Thai Tanic （Thai）
その名前が気になるタイレストラン、店の2階には“Tsunami”と言

うSushiレストランもあり、そのdisastrousな組み合わせには嫌でも

目を引かれる（写真−4）。このThai Tanicはワシントンでナンバー1
のタイレストランとは言わないが、このあたりが今のように注目され

る10年以上前に開業、地元を中心に根強い支援がある

ようで、いつも混んでいて、週末には席の確保が難しい。

シンハービールを飲みながら、定番のパパイヤや春雨の

サラダ、サテー、及び好みに応じた具や辛さのカレーな

どを楽しんだ後には、ライスやココナッツを使ったタイ風

デザートを是非お試しあれ。また、通常のトッド・ムン・プ

ラ（魚のすり身のさつま揚げ）に加えてトッド・ムン・グー

ン（海老のすり身のさつま揚げ）があるのもこの店の特

徴。それなりのクォリティーとともに、飾り気のない内装、

フレンドリーな店員、手頃なお値段がこのあたりで長年

商売を続けている秘訣。姉妹店Thai Tanic Ⅱが同じ14th 
streetにある（と言ってもColumbia Hightsであるが）。

これとは対照的なタイ料理レストラン“Rice”が14th Streetを少し北上するとある。こちらはライス

やオーセンティックなタイ料理を提供しており、店内も落ち着いた雰囲気。

写真−4：思わず看板に目がいくThai Tanicと
Tsunamiの組み合わせ

写真−3：Estadioの新鮮なカラ
マリ料理

写真−2：Pigの豚料理、ミートソースのパパル
デレ・パスタ
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3.更に新しいレストランが続々

前述のレストラン群に加えて最近続々注目すべきレストラ

ンがオープンしているのでそのホットな情報をご紹介する。

• B Too（Belgian）

Capitol HillにあるBelga Caféの2号店。メニューは

Belga Caféと同様ムール貝のワイン蒸し料理（写真−5）

を中心に肉、野菜といろいろある。数人でシェアできる量

のリブアイ（写真−6）などもあり、サーフ＆ターフが楽し

める。大塚製薬が所有するカリフォルニアのRidgeワイ

ンを置いている数少ないレストランでもある。デザートは

見て美しく食べて美味しく、外せない。オーナーシェフの

Bart Vandaeleは最近Top Chefというアメリカの全国か

ら選ばれたシェフたちが腕を競い合うリアリティー番組に

出演し、優勝は逃したがいいところまで残った優秀なシ

ェフ。元ベルギー大使公邸料理人。

• Le Diplomate（French）

フィラデルフィア、ニューヨーク、フロリダなどに様

々なアップスケールなレストランを展開しているStarr 
RestaurantグループのDC1号店（写真−7）。フィラデル

フィアのMorimotoやニューヨークのMorimoto New York
も同グループのレストランである。グルマン会としては 

（本原稿執筆時点では）未踏の店であるが、それも時間

の問題であろう。

• Ghibellina（Italian）

Postoの強敵現る！といった感じであろうか。現在真

隣りが工事中のため入り口周辺が足場などで覆われ見

るも無惨な状況下にあるPostoとは対照的にとてもオー

プンでロマンチックなインテリアのイタリアン・レストラン

（写真−8）である。殆ど同時期にオープンしたB Tooが

Capitol HillのBelga Caféの2号店ならこちらもCapitol 
HillのAqua Al 2の2号店である。しかし一番のポイント

は今回Ghibellinaのシェフに抜擢されたのが、Jonathan 
Copelandだということである。Jonathanは、DCで最

も本格的でレベルの高いパスタ料理を出すレストラ

ン2つのうちのひとつでキッチンを任された経験があ

る。Cleveland HeightsにあるPalena Caféである。

というわけで、14th Street. NWは、“魅惑の14th ストリ

ート”であるとともに、レストランにとっては“激戦区”にな

りつつあり、グルマン会としては目が離せない今日この

頃である。

写真−6：B Too   リブアイもおいしい

写真−5：B Too　ベルギー料理の定番　ムール
貝（ロブスター入りもあり）

写真−7：Le Diplomate   存在感のある外観は
パリの雰囲気

写真−8：Ghibellinaのスパゲッティのレベルは
相当高いとの評価
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今月の書評
「銃と生きる」
クレイグ・ホイットニー
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

15、33、12、27。この数字の意味がおわかりになるだろう

か。1999年コロラド州コロンバインの高校、2007年バージニ

ア工科大学、2012年コロラド州映画館、2012年コネチカット

州ニュータウンの小学校で起きた銃乱射事件での死者数（映

画館事件以外は犯人を含む）だ。2011年にはアリゾナのスー

パーマーケット駐車場でタウンミーティング中の女性下院議

員が標的になり、6人が死亡。議員も頭部を撃たれ重傷に。

議員生活は引退し、現在もリハビリ中だが、銃規制強化運動

を始めた。

これらの悲劇が起きるたびに、何度も銃規制強化を求める

声が高まった。しかし、銃所有の権利を主張する全米ライフ

ル協会（NRA、1872年創設）を中心とする勢力が、いかなる

規制にも反対し、今日に至っている。

国連統計によると2009年、アメリカで発生した殺人事件の

66.9％は銃が原因。2010年には31,672人が銃で死亡してい

る。これは自動車事故による死者数35,498人よりは若干、少

ないが、一番多い他殺、そして自殺、事故を含め、かなりの

人数だ。近年の銃による死亡率は大体、10万人当たり10人

の割合である。

米国アルコール・煙草・火器取締局の資料によると、ミシシッピー、バージニア、ケンタッキー、サ

ウスカロライナ、アラバマ、インディアナ、ネバダ、ジョージア、アラスカという銃規制が弱い州では、

人口の10倍の銃が大量に輸出され、全米銃犯罪の24％を占めている。

ニュータウンの悲劇直後の大統領記者会見では異例の涙を見せたオバマ大統領だったが、銃規

制強化はオバマ政権第二期の最優先課題の1つであり、バイデン副大統領がこのアジェンダ推進

を担当している。

4月初めのCNN世論調査によると、銃規制強化の支持者は53％に過ぎない。男女別では男性

40％、女性66％と、女性の方が支持が高い。政党別では、民主党支持者82％、共和党支持者29
％で、無党派は45％と、明確な格差がある。また、銃購買時の身元調査を支持する者は、店頭の

場合は89％だが、銃見本市では83％、個人では70％、親族から購入したりプレゼントの場合は

54％という数字になっている。全米銃所有者データベースの支持者はわずか44％に過ぎない。

一方、学校での乱射事件防止対策としてNRAが主張している、銃武装した警備員の配置を支持す

る者は53％である。また、銃所有者の62％が、連邦政府が銃所有する権利を剥奪しようとしている

という根拠ない危機感を抱いている。

「銃と生きる」
クレイグ・ホイットニー（パブリック・ア
フェアーズ・ブックス）
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Illustration by Emi Kikuchi

以上の数字は現在、連邦議会がやっと審議し始めた銃規制強化法案の成立がいかに困難であ

るかを象徴する数字といえる。特に銃文化が根強い南部や西部選出の民主党上院議員の多く、お

よび下院議員全員が中間選挙を控えており、規制強化を支持すると落選しかねないため、現時点

で法案の行方は定かでない。ホワイトハウスや乱射事件で愛する者を失った被害者たちが、活発

に銃規制強化を訴えているにもかかわらず。

本書「銃と生きる」の副題は「リベラルによる憲法第二修正条項支持の論拠」。リベラルを自称す

る元NYタイムズ記者・編集員クレイグ・ホイットニーは、アメリカ建国以来の銃規制の歴史を辿り、

6千万人が3億丁の銃を所有するアメリカ社会における規制の現実的な解決方法を模索している。

そして米国市民は憲法上、銃所有の権利があるという結論に到達し、銃所有者には同時に銃社会

での安全を推進する責任もあると指摘する。

例えば、麻薬乱用者や精神異常者なども全米データベースに登録し、銃にアクセスできないよう

にする。そうすればバージニア、アリゾナでの事件は防げたかも知れない。銃犯罪の罪をより厳し

くすることも重要だ。その他、銃見本市やオンラインでの購買にも全米データベースで身元調査し、

転売を目的とする購買者を取り締まり、銃所有ライセンスと登録・訓練を義務付ける。

銃規制強化問題について推進派と反対派は真っ向から対立してきたが、妥協線を探る時期では

ないか。

（NEW LEADER 2013年5月号より転載）
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連載小説「キャピタルの恋」

〜第六話　蒼い夏〜
愛川 耀

＊愛川耀氏（ペンネーム）はJCAW会員。ブログでワシントン生活を綴るフォトエッセイを好評連載中。（http://blogs.yahoo.co.jp/
aikawaakihome）4月に幻冬舎より『DRESS－シャンパン色の恋』を出版。

〜前回までのあらすじ〜　商社の駐在員事務所に勤務する青木美菜は本社から来たイケメン社員有馬昌樹と共にシェ

ールガス事業を担当している。女グセが悪いと噂の昌樹を避けていたがいつしか彼の存在が気になり、ドライブに誘わ

れた。

　

計画変更だと伝えると、電話の向こうで美菜は一瞬沈黙した。

「まさか残業を優先して約束を反故にしよう、とか？」

彼女の声に精一杯の皮肉が込められており、昌樹はそれを聞いて安心した。ということは、彼女も

このドライブを心待ちにしていてくれたとの証だからだ。

「そういうことじゃない。どうもポルシェのエンジンの調子が悪いんだ。中古のポンコツだからな。そこ

で、君の車で行くことにしよう」

美菜の車はプリウスだとのことで、昌樹は、タクシーでジョージタウンまで行くから、と伝えて電話を

切った。ほどなくして彼女のアパートに到着して呼び鈴を押すと、美菜にアパートの駐車場に案内さ

れた。

「さてと、君の車だからな。運転したい？それとも助手席がいい？」

尋ねると、運転してもらって結構だとの答えが返って来た。

シェナンドア国立公園は66号線をひたすら走ってフロントロイヤルまで行き、そこからスカイラインド

ライブに乗る。地図を手渡すと、美菜はそれを膝の上に広げた。

「プリウスは静かでいい車だな。ポルシェは地を這うように走るし、固いから道の凸凹が尻に直に響

くけれど、プリウスには衝撃を和らげるクッションがある」

ハンドルを握りながら昌樹は上機嫌だった。

前方には片側四車線の広い道が広がり、高速の両脇を美しい緑の雑木林や青々とした丘陵が流

れて行く。不思議なことに、昔からこうして二人でドライブしていたような錯覚を感じている。

昌樹の胸の内を読んだかに、美菜に尋ねられた。

「いつも一人でドライブするの？」

いつもは誰とドライブするのか、と問い質されている気がする。

「運転っていうのは一人でするものだろう？自分と車と、それで充分じゃない？」

「じゃ、何故私を誘ったの？」

美菜の問いに、昌樹は正直に答えた。

「一人で景色を堪能するより、君と一緒に見る方が楽しいだろうと思ったからさ」

美菜は無言だったが答えに納得してくれたらしい。蒼い空には綿アメを引き延ばしたような白い雲

が浮かび、いつしか心まで羽根のように軽くなっていた。

シェナンドア国立公園の麓にあるフロントロイヤルは旧い街だ。高速を降りたところで給油し、ここで

昼食を食べようと提案してから、街の中央にある公園の駐車場に車を停めた。土曜日は野外市が立

つ日らしく、洒落た東屋を囲む公園広場では大道芸人が観客を沸かせ、目抜き通りの両側にはアー
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トやらキャンディーを売る露店が並んでいた。照りつける陽光が暑いぐらいで、一帯がマーケットの歓

喜と賑やかさに溢れている。

公園脇のレストランで戸外のテーブルに座り、道行く人を眺めながらハンバーガーで腹ごしらえをす

ることにした。

「こういう素朴なマーケットって素敵ね。手作りの一点モノのアクセサリーとか売っていて、思わず全

部のお店を覗きたくなっちゃう」

「じゃ、食後にマーケットを覗いてもいいよ」

昌樹が勧めると、美菜は頭を振った。

「今日はいいわ。シェナンドアをドライブしに来たのですもの。地図で見るとすごく長いから、早めに

出発しないと全部見られないでしょ？」

美菜の言葉に昌樹は笑った。

「全部なんて無理さ。蛇行している山道だからそれほどスピードは出せない。たぶん三分の一ぐらい

走って引き返すことになると思う」

昌樹の解説に美菜は不服そうだった。道中で泊ってもいいと言うなら話は別だけれど、と昌樹は胸

の内で吐き、そう口に出したらいったい彼女がどういう顔をするか試してみたくなった。

いや、そんな提案でもしようものなら呆れられ不愉快な顔をされるに違いない。それとも、時おり意

図して睨み返してみせたりするのは、こっちに関心があるとの証だろうか。

疎まれるほど嫌われているのか、避けられるほど好かれているのか、それが問題だ。

昌樹はそんなことを考えながら、特製バーガーのバーベキューソースで口の周りを汚している美菜

の顔を眺めて微笑した。

フロントロイヤルを出てスカイラインドライブと呼ばれる

有料高速道路に入る。アパラチア山系に沿って走る細い

道は蛇行を繰り返し、まるで日光のいろは坂のようだ。登

るほどにヴァージニアの雄大な田園光景が眼下に広が

り、美菜は窓の外を眺めながら美しい景観に感嘆の声を

上げていた。道に沿って幾つもの展望地点が用意されて

おり、大きな休憩所で車を停めることにする。

尾根の頂点にある展望台の庭の向こうは斜面に広がる

緑の森、ヴァージニアの広大な牧草地帯を遥か彼方まで

見渡せた。前方には蒼い丘陵が連なり、空には白い千切

れ雲が浮かんでいる。深呼吸をしながら、昌樹は緑の蒼さに眼を奪われた。砂漠の国に駐在してい

たからか、鬱蒼とした樹木の噎せるような緑を渇望していたことを思い知らされる。

「しばらくここに座って、この絶景を楽しむことにしよう」　

昌樹が提案すると、美菜が応じて隣で芝生の上に腰を下ろした。

「有馬さんは山国の出身なの？」

美菜の問いに、昌樹は笑って応えながら芝生に寝そべった。

「いや、山というより平原だ。北海道の田舎さ」

美菜にもそうするようにと促すと、彼女も隣で芝生に身体を横たえた。

眩しい夏の陽光。瞼を閉じると、ふと昔こういう時間があったことを思い出す。故郷の裏山に登って

雑草の中に制服の身を横たえ、草や樹の蒼い香りに包まれながらまどろんだ。あれは高校時代だっ

たろうか。そして隣に寝そべっていたのは初恋の相手だったかもしれない。隣町の女子高に通ってい
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た彼女の顔を思い起こそうとして、昌樹は先ほどバーガーを頬張っていた美菜の顔を思い浮かべて

いた。

悪い兆候だ、と思いながら横で身を横たえている彼女の顔を窺う。

美菜は瞼を閉じて、今にも寝息が聴こえてきそうな安らかな顔をしていた。白い頬には鼻の脇に少

しそばかすが浮かび、形の良い唇は誘うように少し開かれている。

唐突に彼女にキスしたくなった。この蒼い芝生の上で唇を奪い抱き締めたい、という動物的な衝

動だ。

身体の内に生じた戦慄のような欲望に昌樹が自分でも戸惑っていると、美菜が眼を開け、こちらを

見て口許に笑みを浮かべた。微笑を返しながら、理性を失うことなく暴挙に及ばずにすんだことを誰

にともなく感謝している。まったく、じりじりと照りつけるこの夏陽のせいで頭がどうかしたに違いない。

スカイラインを展望地点で停車しながらしばらく登り、同じ道を戻るよりは、と美菜が地図で見つけて

くれた州道へ出て、遠回りだが細い道を走ってワシントンへ戻ることにした。

赴任してから半年が経過している。アメリカの大手石油資本と共同出資する川下の精製工場の目

途はついたが、地元のガス生産サイドには食い込めないでいる。なにしろ州に依って規制が違うし、

ガスの権益を持っているのは親子でやっている地元の小さなベンチャーだったりする。そんな企業で

も採掘・生産できるのはこちらの業界には特殊サービスを提供する会社が揃っているからだ。地質の

分析、環境アセスメント、試掘、本格的な採掘、水処理等、あらゆる分野を専門会社に委託外注する

ことが可能だし、シェールガスが脚光を浴びているのでそういうベンチャーに喜んで出資を検討するフ

ァンドも数多い。

昌樹はジョージタウンにあるセクォイアにガスサービス専門会社

の担当者を招いた。所用でワシントンに出張して来たそうで、ポトマ

ック河を眺められるレストランがいいと所望されたのでここを選んだ

のだ。汚水処理施設の営業もしたいので、水質環境規制に詳しい

美菜にも同席してもらうことにする。

店内に席を予約しておいたところ客がテラス席を所望したので、

外はいささかカジュアルだがそちらへ移ることにした。テラスに植え

られた大きな樹には豆電球が巻きつけられており、蒼を残した黄昏

の空と相俟っていかにもロマンチックな雰囲気だ。

「綺麗だろう？」

そう昌樹が隣の美菜に囁くと、彼女は瞳を輝かせ大きく頷いた。

ふと、これが接待や仕事ではなくプライベートなデートだったら、と

考え、デートなんて言葉を久し振りに思いついた自分に苦笑する。

「Fantastic!」ペンシルベニア州の田舎から出て来た客は太い身体を揺すってポトマック河の眺めを

喜んでくれ、昌樹としても客に満足してもらえたことに安堵し、隣に腰掛けた美菜に軽く目配せした。

薄暗がりの中で良く見えなかったが、美菜が頬を赤らめたような気がした。食前酒として注文したマ

ティーニを飲みながら、昌樹はふと考える。ひょっとして彼女もこちらに関心を持っているのでは、と。

宴を終えて客をタクシーで送り出してから、美菜を家まで送ることにした。彼女が住むアパートまで

は歩いて数分の距離だ。

見上げると、煌々と光る月が頭上で目配せしている。数分で決断を迫られているわけだ、と昌樹は

心の中で独り言ち、彼女の腰に腕を廻して抱き寄せた。（続）
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今月の簡単レシピ：
「えだ豆と豆乳の冷たいスープ」

フードクリエイター　木内 由紀

暑中お見舞い申し上げます！皆さん暑い中お元気でお過ごしでしょうか？外へ一歩出るとものす

ごく暑く、室内は寒くて寒くて体が冷えてしまうこの季節、カーディガン持参のお出かけは必須です

ね。体温コントロールが難しく食欲が減退しがちです、食事を抜いたりしていませんか？どうしても

食べたくない朝でも、例えば牛乳や豆乳を1口くちにするだけでも1日の過ごし方がずいぶん違うの

です。元気に夏を乗り越える為に少しずつでもバランスよく3度の食事を心がけて下さい。

さて、今月はビールのお供に、お弁当の色取りご飯に混ぜて炊き込んだり、炒めものと一緒

に…と、きれいな緑色をした、えだ豆レシピです。日本と同じようにここでもどこのスーパーでも1年

中冷凍コーナーに並んでいますが、まさに今が旬!夏のお豆ですね。

おつまみや色取り感覚で、「影の脇役」風に使われがちですが、実は栄養の宝庫!良質なたんぱく

質を含んでいる他、ビタミンB類やカロチンも豊富で疲労回復、美容にも良いのです。

そんな枝豆をたっぷり使用し、同じく豆から絞った豆乳とのダブル豆のコンビ、豆の香りいっぱい

なスープにしました。レストランで出てくる豆のスープは、滑らかにする為に漉してあるものが殆どな

のですが、それではせっかくの栄養が全て摂れないばかりか、実は美味しさも半減、もったいない

ですね。栄養丸ごとおいしく摂取しましょう。お店の味の家庭バージョンえだ豆スープで、夏を元気
に乗り越えましょう。

えだ豆と豆乳の冷たいスープ

≪材料≫(3人分)

・えだ豆（冷凍）：：160g（鞘を外した正味量）

・玉ねぎ：：60g（切り）

・オリーブオイル：：小さじ2
・チキンブイヨン（顆粒)：：小さじ1程度

・豆乳（無糖）：：250cc
・牛乳：：100cc
・生クリーム：：80cc
・粗塩：：適宜

≪作り方≫

【1】枝豆は常温に戻し、鞘から出しておく、フライパンに

オリーブオイルとにんにくを加え、中火にかける、良い香

りがしてきたら玉ねぎも加え、弱火から中火にし焦さない

ようにゆっくり炒める。
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〜フードクリエイター　木内由紀プロフィール〜

日々の料理や手作りパン、スイーツのレシピなど1,000以上を、ブログ「ゆちのお料理実験室」
で紹介。

簡単でおいしい内容が人気を呼び、テレビや雑誌、企業にも多数レシピを提供している。

現在アメリカ、ワシントンDC近くバージニア州にて活動中。

ブログ：http://oryorijikken.blog48.fc2.com/

Illustration by Emi Kikuchi

【2】たまねぎがしんなりと透明になり嵩が少なくなってきたころ、えだ豆

も加え、たまに転がしながら2、3分火を通す。

【3】豆乳とブイヨンを加え、沸騰直前で火を止める、そこへ牛乳と生クリ

ームも加えミキサーで滑らかになるまで撹拌し、粗塩で味を整えできあ

がり。冷蔵庫でしっかり冷やしてからどうぞ。

＜材料とポイント＞

●冷凍えだ豆はメーカーによって塩分がかなり違いますので、少し薄め

に味付けをし、ミキサーで撹拌してから味見をしてみましょう。温かい時

に「ちょっとしょっぱい？」程度の塩分が冷えてから美味しく頂ける目安

です。
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（25）」

ジェニファー・スワンソン

〜Jennifer Swanson プロフィール〜

日本にて7年在住中に、高校英語教師の経歴を持ち、日本企業でも働いた経験を生かし、現在
は米国大学講師、日米協会講師、在米日本人に英語レッスンの他、米国人に日本語も教える。
日米でのさまざまな経験を基に、多方面から楽しい英語レッスンを展開しています。
日米協会英語レッスンでは第16期生徒を募集中です。詳しくは：http://www.jaswdc.org/
Resources/Documents/ELS%20Summer%202013%20Registration.pdf

USED TO vs. BE USED TO/GET USED TO
Many students confuse these forms and their intended meaning can be completely 

misunderstood based on the addition or subtraction of one word.

• USED TO + verb – This is used only for past actions and can only be used in the past 
tense.  Actions or a situation that was repeated in the past and isn’t happening now.   
以前にある行動をしていたけれど、現在その行動をしていません。

CORRECT: How long did you use(d) to live in Tokyo?  I used to live in Tokyo. (but I don’t 
now – is implied and not necessary to say.)

We cannot use FOR or SINCE with USED TO.  As USED TO is simple past, there is no 
indication of time passing.  We can only use FOR and SINCE with the PERFECTS, such as 
PRESENT PERFECT, PRESENT PERFECT PROGRESSIVE, etc.

INCORRECT: I used to live in Tokyo for 6 years.

• BE USED TO + noun (慣れている)　and GET USED TO + noun（慣れてくる）are used to 
describe a change in a person’s feeling toward a certain situation.　These verbs can be 
used in any tense, including past, present and future, as well as with modals.

CORRECT: How long did it take you to get used to living in Washington DC?  It took me 
a few months to get used to driving everyday, but I am still not used to the food.

INCORRECT: I used to the food in the US. 

Practice:

1. When I was little, I _____________________ play with my neighborhood kids.
2. The hardest thing to ____________________ in another country is the food.
3. His kids adjusted easily to their new environment and ________________ living here 

now.
4. In the 1980s, Japanese companies __________________ take their employees and 

clients on expensive trips.
5. It is taking some time, but the woman ________________________ her new life.

Answers: 1. USED TO, 2. GET USED TO 3. ARE USED TO, 4. USED TO, 5. IS GETTING USED TO

http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS Summer 2013 Registration.pdf
http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS Summer 2013 Registration.pdf
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会報郵送有償サービスのご案内

会報は紙資源節約と郵便料金など経費節約の観点から原則としてWEBベースでご覧いただい

ておりますが、WEB環境が不十分な方のために希望者にはプリンターで印刷した会報を$30/年

（10冊分）で郵送いたします。お支払い方法等の詳細をご案内いたしますので、ご希望の際は、下

記までご連絡願います。

ワシントン日本商工会事務局

TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948  Email: office@jcaw.org

7・8月合併号編集後記

今年は南北戦争最大の激戦ゲティスバーグの戦いから150周

年で、同地では大々的に当時を再現する記念イベントが行われ

たようです。7月1～3日の三日間の戦いで合衆国軍（北軍）が連

合国軍（南軍）に負けなかったことが転換点となり、この後、北軍

優勢になったと言われています。

リンカーン合衆国大統領は戦いの後、この地を訪れて、「人民の人民による人民のた

めの政治」で有名なゲティスバーグ演説を行いました。

7月4日の独立記念日には至るところで花火が打ち上げられ、ワシントン周辺は昨年

にも増して華やかな光景であったような気がしますが、一方で上下院議会の捻れで閉

塞状態にある米国の政治を考えると、再び「人民の人民による人民のための政治」に

立ち返って政治のリーダーシップを取り戻し、心から明るい気分で花火を見ることがで

きるようになればなお良いと思った次第です。

商工会では明るい話題を取り上げて楽しく会報を読んでいただけるようにしたいと思

っています。

今号の明るい話題として、春の叙勲で旭日小綬章を受章されたナショナル・ギャラリ

ーのジョセフ・J・クラコーラさんに、小林一茶の「蝸牛そろそろ登れ富士の山」を引き合

いに出して受賞に寄せた思いを寄稿していただきました。

今後も皆様から明るい話題の提供をお待ちしております。

花井・堂ノ脇

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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