
ヒューストン日本商工会の主催により、2021年1月21日（木）に標記講演会がウェビナー形式で開催されましたので、以下に概要をご紹介いたします。 

＜メディアの影響とSNSから消えたトランプ＞ 

● 民主党寄りのリベラル系メディアと共和党寄

りの保守系メディアは、それぞれトランプ批判

とバイデン批判を熾烈に繰り広げ、国内の分

断が一層あおられた。 

● SNSからシャットアウトされたトランプが、今後どの様な行動に出るか
注目。トランプが、右寄りメディアを買収する可能性も。 

＜2020年選挙総括＞ 

● 民主党はトランプの退場と大統領の座を勝ち取ったが、トランプの影

響力を完全に排除することは出来ず。 

1. 生き続けるトランプの影響力 

- バイデンは、トランプ支持者をトランプから引き離すことは出来な

かった。 

- 先例のない過激な言動を繰り返す「トランプイズム」が一定の成功

を収めたことで、共和党議員は「古き良き共和党」への回帰の道が

断たれた。 

- トランプは2024年大統領選への再出馬を含め、影響力を残し続け
ることになる。 

2. 民主党の厳しい運営 

- バイデン政権の政策は次期政権で再び覆されるリスクをはらんで

いる。 
 

バイデン政権の展望 

＜バイデン政権の閣僚候補＞ 

● 急進左派色を排除しながら、オバマ政権時代経験者を多く登用。ダ

イバーシティを強く意識しつつ、気候変動対策では強力な布陣かつ

新たな形。 

● 1月21日時点ではヘインズ（Avril Haines）国家情報長官のみ上院で
承認済み。その他の閣僚候補は今後徐々に承認されていく予定。

各閣僚候補の共通点はバイデンとの近さ。また、ダイバーシティを重

視。 

● エネルギー政策を率いるのは、伝統的にはグランホルム（Jennifer 
Granholm）エネルギー長官だが、バイデン政権では気候変動問題
全般をケリー（John Kerry）気候変動問題担当特使、マッカーシー
（Gina McCarthy）国内気候変動問題対策室長が率いることとなる。
但し、従来低炭素施策に無関心であった省庁にも低炭素指示が及

ぶものと考えられる為、全閣僚が気候変動問題のキーマンとなる可

能性。 

                      （3ページへ続く） 
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2020年米国連邦選挙の結果 

＜2020年大統領選挙結果＞ 

● トランプは現職大統領としては過去最多の票を獲得するも、バイデ

ンはそれを上回る史上最多の8,100万票を記録し当選。但し、バイ
デンとトランプの得票差は僅差でありトランプの強さを示す結果。 

● 1月6日に発生した連邦議会占拠事件でトランプの支持率は下落し
たが、それでも全人口の3割強、共和党支持者の半数以上が未だ
にトランプ支持であることにもトランプ・「トランプイズム」の強さが見て

取れる。 

＜2020年上院議会選挙結果＞ 

● 1月5日に実施されたジョージア州決選投票の結果、同州の2議席を
民主党が獲得したことで、民主党50議席vs共和党50議席となった。
50対50の構図は歴史上3回あった。上院議長を兼ねる副大統領に
よる最後の一票を得て民主党が多数派となったが、薄氷の勝利。ほ

とんどの法案・事案の承認には60票を要するのでバイデン政権に
とって影響は大きい。 

＜2020年下院議会選挙結果＞ 

● 下馬評は民主党圧勝であったが、同党は多数派を維持したものの

10議席を失う厳しい結果。バイデン政権には厳しい議会運営が待ち
受ける。ペロシ下院議長は議長に再選されたが、僅か7票差での再
選となり民主党内の運営も厳しいものとなる見込み。 

新大統領の誕生とアメリカ政治の行方 
ウェビナー 
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 令和2年度（2020-2021）1月度 商工会常任委員会 議事録 

会員限定 



講師：武内 三郎（たけうち さぶろう）氏  
（北米三菱商事 Senior Vice President ワシントン事務所長） 

慶応義塾大学法学部政治学科卒。1995年に三菱商事

株式会社入社後、鉄鉱石部、Iron Ore Company of 
Canada（在モントリオール）、Mitsubishi Devel-
opment Pty Ltd 事業開発課長（在シドニー）・同

社鉄鉱石担当副社長（在パース）、三菱商事経営企

画部（兼社長室会担当）、 2 0 1 6年よりB H P 
Mitsubishi Alliance事業開発担当役員（在ブリズベ

ン）などを歴任。2021年1月より現職。 

 

1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 
 1963年New YorkにEndo Freight Forward-
ers (NY) Incを設立以来、遠藤運輸グルー

プは海外で活躍する日本企業と共に歩ん

でまいりました。海外引越、海外輸送の専

門集団として、お客様には常にきめ細かな

サービスを提供しております。2年前にここ

テキサス州ヒューストンに事務所をオープン

させて頂きました。 
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2．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 
 私がヒューストンへ住み始めた頃は、高層ビルや高層マンションが少

なくとにかく空が広いと感じていました。今では高層ビルに囲まれた場

所が多くなり、フリーウェイの側道にも沢山のビルが建ち並んでいま

す。街中にも当時は牛や馬を見ることもありましたが今では郊外へ出

ていかないとそのような光景も目に付くことはなくなりました。 

 仕事柄、色々な場所へ出向く事が多いのですが、ヒューストンの開発

が進んでいってもヒューストンという場所は、その中でも住みやすい大

都市だと思います。 
 

3．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 
 私自身はヒューストンには二十

数年住んでおります。 

 昨年よりコロナ騒ぎにて皆様と

お会いする機会も少なくなってし

まいましたが、趣味は週末のゴ

ルフです。 

 一日も早く騒ぎがおさまり皆さ

んとお会い出来ればと思ってお

ります。 

＜気候変動対策・環境＞ 

● 2035年までの電力セクターネットゼロ目標が打ち出され、再エネの

流れは止まらず。他方で、議会での財源確保も難航は必至にて、そ

のスピードと影響は斑模様。 

● 現在約6割を占める化石燃料由来の電力を、2035年までにどこまで

代替エネルギー源へ転換出来るのかを注視。 

● 環境規制は徐々に強化される流れにあり、許認可取得・規制対応に

かかる負担は大きくなる為、事業者には確りとした対応が必要。 

＜外交政策＞ 

● 同盟国との協調重視のアプローチを展開。日本を始めとするアジア

及び欧州の同盟国との連携を強化し、中国に対する強硬姿勢を維

持していく見込み。 

1. 中国：多国間連携で強硬姿勢継続 

2. 欧州：米欧関係は総じて改善 

3. アジア：対アジア政策の基軸としてASEANを重視 

4. 中東：喫緊の課題はイラン核合意（JCPOA）再交渉 

5. ロシア：米露関係の改善は見込まれない 

6. 中南米：中国牽制の為の対中南米政策は継続 

● JCPOAへの米国の復帰とイランとの再交渉開始に関しては、オバマ

政権下でJCPOA交渉に参加した経験者を配置し、推進。但し、大き

な流れとして中東への（軍事的）関与から引いていくことに変わりは

ない。 

＜通商政策＞ 

● 自由貿易協定交渉を含む通商問題は、当面は優先課題とはなら

ず。中国に対しては超党派事案として強硬姿勢を継続し、同盟国と

の連携を通じて対応。 

  準会員 牧山 吉喜 さん 

 Endo Freight Forwarders (Hou) Inc 
遠藤コーポレーション 

会社紹介 

バイデン政権の展望（1ページ続き） 

＜バイデン政権の政策目標＞ 

● トランプ政策類を撤回し、気候変動対策の推進を始めとする多くの

分野でオバマ政策への回帰を図るものと見られるが、先ずはコロナ

対策、経済対策を始めとする国内対策が最優先。 

● バイデンは一人当たり1,400ドルの直接給付を含む1.9兆ドル規模の

緊急経済対策法案を発表済み。同法案は可決出来たとしても、最

低賃金条項等、一部に修正が入り総額は縮小する可能性も。 

● GAFAやギグワーカー対策を含むビックテック対応等のコロナ・経済

対策以外の政策目標は、推進されるものの時間的には劣後。 

新大統領の誕生とアメリカ政治の行方 
（1ページ続き） 

ウェビナー 



4 
 

Vol.46 No.5 February 2021 Gulf    Stream 

エネルギー部会長 
 

Japex （U.S.） Corp.  
松野 郁右 

自己紹介: 昨年の10月末にヒューストンに赴任しました。当初は4月末に

赴任する予定でしたが、新型コロナの拡大により日本で待機しておりま

した。困難な時期ではありますが、ヒューストンに駐在することができて

嬉しく思っております。 
  日本商工会では前任から引き継ぎ、鉄鋼部会長を務めさせて頂いて

おりますが、関係する皆様にもご挨拶ができておらず、失礼をお許し頂

ければと思います。従来は鉄鋼部会でもゴルフコンペを実施して会員

相互の親睦を深めておりましたが、今年は従来どおりの活動ができず、

何か違った形でも親睦を深めることができないか思案しております。 
  米国駐在は今回が2度目となります。前回は2001年から4年間シカゴで

駐在しておりましたのが、今回は会社生活初めての単身赴任です。新

型コロナの影響で羽を伸ばすどころではありませんが、一日も早く通常

の生活に戻る事を願っております。今後とも宜しくお願い致します。  

鉄鋼部会長  
 

NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC. 
小倉 智彦 

物資・化学品部会長 
 

VALQUA NGC, Inc 

頼 英彦 

自己紹介: 物資・化学品部会長兼スポーツ委員会の

テキサス会「商工会会長杯」ゴルフコンペ担当を務め

させていただきます。昨年はCOVID-19の感染拡大

により、残念ながらゴルフコンペも開催中止となっておりますが、皆様の

安全・衛生を第一に考えて今後の計画を立てて参りたいと存じます。皆

様のお知恵も拝借しながら、会員相互の親睦を深めることに少しでも貢

献できるよう尽力して参ります。 
  昨年10月にヒューストンに赴任いたしましたが、初の海外赴任となりま

す。当初は慣れないことも多く、四苦八苦しておりました。まだまだ初め

ての経験も多いですが、少しずつヒューストンでの暮らし方も知り、生活

も充実しつつあります。現在は、子供の学校の関係で単身赴任となって

いることもあり、料理にも励んでいます。今後、家族の渡米までにレパー

トリーを増やせたらと思っています。コロナ収束後に米国各地の自然を

巡ることを楽しみに、今はできることに一つ一つ取り組んで参りたいと存

じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

自己紹介: ヒューストンには2016年4月に赴任して参り

ました。米国留学・オランダ駐在に続き、今回で3度

目の海外生活になります。過去2回は家族同伴でしたが、今回は単身

赴任であり、週末はゆったりとした時間を過ごしています。元来体を動か

すことが好きで、定期的にやっていたゴルフに加え、この機会に初めて

のことに挑戦してみようとマラソンやソフトボールに参加させて頂きまし

た。競技自体も楽しかったのですが、そこで出会えた方々と親しくさせて

頂けていることも本当に有難く思います。コロナ禍で商工会やスポーツ

関連イベントがなくなってしまっていることで、新たな出会いの機会が

減っていることは大変残念です。以前より駐在員も増え、ヒューストン日

本商工会もこれまで以上にお世話になっており、コロナ禍であります

が、何かしら商工会での活動を通して地域に貢献できるよう努めて参り

ますので、宜しくお願い致します。 

機械・電子部会長 
 

Mitsubishi Caterpillar Forklift America, Inc 

天野 真 

運輸・サービス・金融・貿易部会長 
 

MOL（Americas）, LLC  

国松 明 

Part 4 

 部会長の職務内容には、理事委員として商工会の運営に携わり、主

にテキサス会ゴルフコンペ（「商工会会長杯」「総領事杯」「ユナイテッド

杯」）を持ち回りで主幹事として担当することなどが含まれています。 

自己紹介: 2019年4月にヒューストンに赴任しました。海外駐在は約4年

間のカナダ・カルガリー駐在に次いで2回目です。ただ残念ながら、今

回は単身での赴任となりました。カナダと比べると、アメリカはスポーツ観

戦や観光都市の訪問などの機会が多く、単身でも楽しい生活が送れる

だろうと期待を持ってやって来ました。ところが、誰も予想だにしなかっ

た昨年来のコロナ禍によって、自宅に引きこもる生活を強いられていま

す。酒の量も自然と増えてしまいました。当分の間はこのような不自由な

生活が続くと思いますが、何とか楽しみを見つけてヒューストンでの暮ら

しを充実させていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。  

 

自己紹介: 新型コロナによる各種制限が始まった2020年4月に着任致しま

した。2004年から2008年までシカゴに駐在しておりましたので、2度目の

米国駐在となります。野球を始めスポーツ観戦を楽しみに着任しました

が、2020年シーズンは叶いませんでした。いずれ観戦できるでしょうか

ら、期待を膨らませています。また、下手ですが、運動不足解消も兼ねて

ゴルフに勤しんでおります。微力ながら商工会の発展に貢献できますよ

う努力してまいりますのでよろしくお願い申し上げます。  
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コロナ渦におけるニューノーマル 
首尾一貫性で会社の姿勢を見せる 
 リーダーは、従業員の要求に対する対処・判断については首尾一貫

性が求められる点に注意しなければならない。会社の対処・判断に一

貫性がないと、共感を生むどころか従業員の不安・反感を煽ることとな

り、差別的インパクトを生む可能性がある。不要な法的トラブルを避け

る意味でも、判断の裏付けには気を配る必要がある。また、コロナ禍で

行う対話および従業員に対する最終的な判断の告知についても、口

頭ではなく、書面による記録をすることが推奨される。これらの記録は、

従業員間の要求に対する会社の判断をぶれさせないという効果がある

とともに、訴訟に巻きこまれた際の会社の真摯な努力を示す有力な証

拠となる。  

フォロワーシップを育てる 
 ポストコロナ社会においては、組織のリーダーを支える「フォロワー

シップ」が重視される。人を先導できるリーダーとそれに追従するフォロ

ワーという従来の型ではなく、リーダーの意思に沿って組織を運営する

フォロワーを育てることで会社の共感力・活力がより上がるという理論

だ。ポストコロナ社会の問題は、会社にとって短距離ではなく長距離走

であり、個人戦ではなく、チームでタスキをつなぐ「駅伝」と捉えるべき

なのである。筆者はポストコロナ社会の労務問題に触れる弁護士業務

を行っているが、社内でウイルス感染対策を行う担当者のやる気や疲

弊度合が、会社の労務問題の状況や深刻さに影響を及ぼすと見てい

る。 
 強いリーダーシップを有する会社では、感染対策の社内担当者は

リーダーの良きフォロワーとして積極的に動いている。そのような会社

は活力があり、労務問題も少ない。他方、担当者が会社に不信感・不

公平感を感じている場合、彼らが従業員と対話する際に感情的になっ

たり、誤った判断をするケースが見られる。リーダーは、こうした担当者

が会社と従業員の間で板挟みになり、疲弊しながら日々のクレームに

追われている事実を理解しなければならない。このような状況が、労務

トラブルを引き起こすことがあるからだ。会社の最前線で新型コロナウ

イルスと戦っている担当者の共感を得られずに、会社全体の従業員の

エンゲージメントを高めることはできないだろう。その意味でも、こうした

担当者と意思疎通を図り、良きフォロワーとして育てることがリーダーの

役割と言える。 

対話力で法的リスクを回避する 
 ポストコロナ社会では、安心して働ける環境づくりへの雇用主の柔軟な

対応が求められている。その中で重視されるのが、従業員との積極的な

「ダイアローグ（対話）」である。コロナ禍では、わがままともとれるような要

求をする従業員が増えている。その際、会社が従業員の要求を最終的

に拒否するとしても、従業員との対話なしにそのような結果を導くことは

あってはならない。 
 雇用主はただ従業員の話を聞けばよいのではない。共感が得られる対

話は、事務的に情報を伝えるコミュニケーションとは異なる。リーダーは、

従業員の働き方に対する価値観の変化を理解し、社内ポリシーがポスト

コロナ社会に適応したものかを検討していくことになる。そういう意味で

リーダーは、従業員との対話をオープンにしなければならない。従来の

働き方に固定観念を持ち、既存のポリシーを絶対的ルールとしてしまう

と、従業員からの共感を失うことになる。 
従業員との対話は、会社の立場や方針を従業員に知らせる機会でも

ある。会社が積極的に対話をする姿勢は、従業員が会社の取組みを理

解し共感力を高めるきっかけとなる。共感力は、相手の問題を「自分マ

ター」にすることで得られるのだ。法的トラブルは、従業員が「会社は理解

してくれない」と感じるときに生じる。外交が継続する時に戦争がないのと

同じで、積極的対話がある場合はそれが労務リスク回避に繋がることを

理解する必要がある。万が一訴訟となっても、会社の積極的な対話があ

ることは裁判官にポジティブな印象を与え、ダメージを軽減させるのだ。 
 

インフォームド・ディシジョンで主体的な判断をする 
 2021年度も、人員調整など、厳しい判断を迫られる企業は増える可
能性があり、リーダーはこうした状況を予測し、最善の方法を準備して

おく必要がある。そのためにも、すべての選択肢において利点とリスク

の情報を検討し、主体的に意思決定をする「インフォームド・ディシジョ

ン」を意識する必要がある。新型コロナウイルスに関する情報は常に更

新されるため、リーダーは膨大な情報をタイミングよく収集し、会社に

とって必要な判断を導かなければならない。 
たとえば、人員調整の代替手段としてコロナ禍で強化されている

「ワークシェアリング・プログラム（WSP）」がある。マネジメントやエグゼ
ンプト従業員もWSPへの参加が可能なこと、給付金の受取期限が延
長されたこと、$300/週の追加給付が新たに再開すること、給付の利用
は連邦政府の補償があること、といった特徴がWSPにはあり、政府機
関も企業の本プログラム利用を奨励している。このように、インフォーム

ド・ディシジョンを図るために、リーダー自身が誰よりも最新の情報に敏

感であることが求められているのだ。 
 従業員のエンゲージメントを高められる企業と、そうでない企業の差

は今後大きなものとなる。3回にわたる本連載が、ピンチをチャンスに
変え力強く立ち上がる日本企業の一助となることを心より願い、今後も

日本企業を支える弁護士活動に従事していきたい。  
      
                  （文責： Moses & Singer 弁護士 内藤博久） 

企業に求められる 
「ニューノーマル」とは (3/3) 

Gulf    Stream Vol.46 No.5 February 2021 

従業員のエンゲージメントを高めるリーダーシップ  
 新型コロナウイルスの被害が終息を迎えたとしても、生活と仕事に対
する人々の不安は簡単に消えることはなく、個人の感情が仕事に影響

を及ぼすという状況は今後も続くであろう。その中で、いかに会社に対

する従業員のエンゲージメント（愛着心・思い入れ）を上げるかは、大き

な課題の1つである。 
 今求められているのは、強いリーダーシップである。コロナ禍で、従

業員のエンゲージメントを高めるには、リーダーがいかに正しいメッ

セージを発することができるかが重要となる。本稿では、企業のリー

ダーが意識すべきポイントを、法務・労務的な観点からまとめる。 

共感力で帰属意識を高める 
従業員のエンゲージメントを促すには、リーダーが会社としてポストコ

ロナに取組む姿勢を見せる事が重要となる。本連載第1回では、ポスト
コロナ社会のニューノーマルには「計画、調整、予測」の3つの段階が
存在する事を述べた。安全な職場環境を構築することは雇用主の義務

だが、国や自治体が規定するガイドラインを守るだけでいいのかの判

断はリーダーがどのように自社のリスク分析を行うかによる。従業員のエ

ンゲージメントを高めるには、安心感を与えるだけでなく「共感力」が必

要となるからだ。 
共感力を高めるには、リーダーがニューノーマル3段階における「予

測」段階を意識し、会社全体で一丸となり立ち向かう課題（例：ダイバー

シティ）等を提示できるかが重要となる。こうした取り組みで、従業員の

会社に対する帰属意識を刺激することがリーダーとしての役割となる。

ニューノーマルの3つの段階の「計画」と「調整」のみで十分とリーダー
が判断した場合、従業員の帰属意識を得ることは難しく、こうした事態

は従業員の離職や労務的トラブルを引き起こす可能性を高くする。 

 今回で本連載も最終回です。 

 第1回はこちら、第2回はこちらをご覧ください。 
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【国際宇宙ステーションでの仕事は大忙し！】 

 以前ご紹介させて頂いた通り、ISSは宇宙に浮かぶ巨大な研究／実験

をするための施設です。ロシアのソユーズ宇宙船だけの時と比べ、米国

のDragon宇宙船が飛ぶようになったことで、ISSへ行ける宇宙飛行士の人

数は増えました。“これで宇宙飛行士一人当たりの仕事の量は減ったの

では？”と思ったりしますが、実はそんなことはありません。 

 ISSに滞在する宇宙飛行士の数が増えた＝それだけ多くの実験や作業

ができるようになる、ということになります。その証拠に、野口宇宙飛行士

たちが11月16日にISSへ到着して宇宙の環境に慣れたころ、12月7日に

約3トンの実験装置などを積んだDragon補給船がISSに到着。宇宙飛行

士たちはこの補給船に積まれた荷物をISSの中へ入れるため、まずはISS
の中の片づけ。それから荷物が届くとその荷物を運び出し開梱。その後、

このDragon補給船が地球に帰るまでの数週間の間に、依頼された宇宙

環境での実験を行い、それらの実験を終えたサンプルを研究者たちのも

とへと持って帰ってもらう。 

 さらにDragon補給船が帰る前に、先にISSへ荷物を届けていたCygnus
補給船がISSを離れるため、ISSに溜まっていたゴミを詰め込み、ISSから

離れるためのロボットアームの操作などを実施。 

 Twitterできれいな写真やHoliday Messageを紹介しくれている宇宙飛行

士たちですが、実は、見えないところで大忙しな日々を送っています。 

▲ISSの中で荷物があちこちある中、作業をする野口宇宙飛行士（出典：JAXA/NASA）  

【宇宙の環境を利用した実験】 
 さて、まずはたくさんある仕事のうち、“なぜ宇宙で実験を？”という理由

を含めて、少し紹介したいと思います。 

 高度約400㎞の宇宙にあるISSでは地上と違い“微小重力環境”という重

力の影響を殆ど受けることが無い環境が存在します。そのため、地上では

重力があるためにわからなかったことが宇宙でわかることが期待されてい

ます。では具体的に“微小重力環境”で行うメリットとは何か？例えば、生

物や医学に関する実験では、液体の中に重さの違うもの（サンプル）を入

れて一定の時間、一定の温度に保って成長をさせる、ということを行いま

す。ただ、地上でこの実験を行うと重力があるため、重いものが底に沈ん

でしまったり（沈殿）、容器の中に入っている液体が温度の違いによって

動く（対流）、ということが起こり、静かな状況でゆっくり成長させることがで

きません。（お味噌汁をしばらく置いておくと味噌が下に沈み、温めると底

にあった温まった味噌が上がり、温まっていない部分が鍋の下に行くのを

イメージして頂けると良いかと） 

 ISSではこのような現象が起こりません。例えば、病気の元となるタンパク

の構造を知るための結晶を作る実験では、地上よりもきれいで大きな結晶

を作ることができることから、より効率的に薬を創る（創薬）ことが期待され

ています。 

 また、今回の野口宇宙飛行士のミッションではiPS細胞を宇宙で成長

（培養）させ、地上のものと比較することで、ミニ肝臓を作るためのヒントが

得られることが期待されています。 

▲左手に持っているのがiPS細胞の実験サンプルが入った容器（出典：JAXA） 

【宇宙が新たな事業の場に】 
 次にご紹介するのが、JAXAが新しく行っている事業について。現在、

SpaceX社に代表されるように宇宙は新たな事業の場となりつつありま

す。このように宇宙の使われ方として研究以外に“事業”という新たな

フェーズが加わる中、JAXAとしても国内の事業者が宇宙を使った事業

を行えるよう取り組んでいます。その一つが「きぼう」で、日本実験棟内に

スタジオを設置し、地上から宇宙に映像をリアルタイムで伝送して双方向

のライブ放送を行う「KIBO宇宙放送局」という取り組み。年末年始に宇宙

からの初日の出放送を行いました。（実は世界で初めての試み。） 

 今後、さらに宇宙を使った事業が増えていくと思いますが、興味を持っ

てくださった方、JAXA新事業促進部のサイトを是非ご覧ください！ 

【息抜きも必要】 

 このように、野口宇宙飛行士はISSへ行ってから実験やISSのメンテナ

ンスなど日々忙しく活動しています。ISSでは地上と同じように一日に働

く時間が決まっていて、週末など休む時間もあります。野口宇宙飛行士

が息抜きの一つとして行っているのが、自身がISSから撮影した“ISSから

見た地球”の写真紹介のTweetです。日本の夜景、富士山などもありま

すので自分の出身地を探してみては？ 

◀ ISSから撮影し

た ヒ ュ ー ス ト ン

（野 口 宇 宙 飛 行

士のTwitterより） 

【野口宇宙飛行士のミッションなどについてもっと知るには？】 

✔ 野口宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト 
✔ 「みんなで応援しよう！野口宇宙飛行士ISS MISSION」 
✔ 野口宇宙飛行士Twitter 
✔ JAXA きぼう利用ネットワークTwitter 

野口宇宙飛行士、 

国際宇宙ステーションで大忙し！  

 前回、11月号でご紹介させて頂きました通り、JAXAの野口宇宙飛行士は11月

15日に国際宇宙ステーション（ISS）へ向かい、現在、ISSで仲間の宇宙飛行士た

ちと日々仕事をしています。今回はそんなISSでの仕事について紹介をしたいと

思います。 
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知っておきたいジャパニーズテキサンの伝記 その② 

 年が改まり、昨年から世界を大きく変えたコロナ禍も新しい局面を迎えています。ワクチンの接種が始まるという明る

いニュースがある一方、変異株が発見されたという心配なニュースもあります。目に見えないコロナウイルスという人類

共通の敵のために、世界が協力する姿がある一方、罹った者と罹っていない者の間の差別、失業による貧困の拡大、

国境の閉鎖といった新たな問題も大きく浮かび上がってきました。今までの、人種や宗教観による差別や争いや断絶は人為によるものでしたが、コロナ

ウイルスは、そういった争いを凌駕する天為ともいえるでしょう。 

 世界中の人種が集まっているアメリカの中でも、ヒューストンはその割合が一番均一であると言われています。世界中が寸断されている今、たくさんの

人種を抱えながら発展しているヒューストンには、これから向かうべき未来のヒントがあるかもしれません。人と人とのつながりの重要性をより深く感じる中

で、日系の先人たちが進んできた道のりから学ぶこともまた多いはずです。 

 ガルフストリームでは、ヒューストンの日系人の方々にスポットをあて、その生き方や考え方を紹介していきます。第二回は、1990年からヒューストン日

本商工会の準会員であるGondo Company Inc.のグレン・ヨシアキ・権藤社長のお話です。                           (文責： 佐藤暁子) 

グレン・ヨシアキ・権藤さん 
                                          Mr. Glen Yoshiaki Gondo  

の 

 グレン・ヨシアキ・権藤の父寿太郎は、ワシントン州シアトル生まれの日

系二世、母ヒサコは、ハワイ州ホノルル生まれの日系二世である。ふたり

は、コロラド州のグラナダ収容所（Granada War Relocation Center）（通称ア
マチ収容所（Camp Amache））で出会って結婚。3年半の収容所生活の後、
終戦にともないカリフォルニア州に移り住んだ。グレンは、姉と戦後生まれ

の二人の兄に続き、一家の末っ子として1948年12月にカリフォルニア州ロ
サンゼルスで生まれた。権藤夫妻は、ロサンゼルスで中華レストランを開

いたがあまりうまくいかず、1950年に同州ワトソンビルに⋆ブラセロ計画の
一環として労働者施設を開設した。 
  
*ブラセロ計画：スペイン語で「手動労働者」または「腕を使って働く人」の意。1942
年に米国―メキシコ間で開始された農場労働者に関する外交協定。この協定は、

議会によって1949年の農業法（公法78）の改正として制定され、1951年の移民労

働協定によって延長され、1964年に終了。 

  

 

●幼少期を過ごしたカリフォルニア州ワトソンビル 
  

―戦後のお生まれとのことですが、幼少期を過ごされたワトソンビル

の思い出は、どのようなものですか？ 
「両親は『ゴンドー・レイバー・キャンプ』という施設を運営しててね、メキシコ

人が1500人くらいいたよ。20人くらいから始めたんだけど、母は経営の才

能があって、キャンプを大きくしていっ

たんだ。両親は、みんなが住むところ

を用意し、施設のメキシコ人がメキシコ

料理を食べられるようにメキシコ人の

料理人を雇ってた。15台のトラックに

皆を乗せて、地域にあるあちこちの農

家に連れていって、苺、レタス、トマト、

えんどう豆、なんかの収穫をしてもらう

んだよ。1950年代から1961年の話さ。 

 ワトソンビルは、小さな農村で、ビー

チは5マイル先、山からは1マイルくら

いの谷間の自然豊かできれいな所

だった。僕は馬に乗ったりキャンプをし

たり…、とっても楽しい少年時代だった

よ。 

 ついでに言うと、小学校5年生の時、

妻のキャシーが同級生でね。クラスで

一番可愛い子だった。（笑）」 
  

―ということは、日本人が多かったのですか？ 
「農業をしている日系人が多かったね。他の人種もいたけど、とってもリベラ

ルな土地柄で、人種差別を感じたことは一度もなかったよ。」 

  

―おうちでは日本語を話していたのですか？ 
「父はシアトル生まれだけど、3歳の時に日本に帰って日本で教育を受け

た、いわゆる「帰米二世」だから、日本語の方が楽だったと思う。母はハワイ

生まれで、日本で三味線を習ったりしていたから、日本語も達者だったの

で、二人の間では日本語で話していたけどね、家族では英語。僕は、日本

語はほとんど話せないよ。挨拶と数を数えるくらい（笑）。 

 第二次世界大戦のとき、二人とも強制収容所にいれられたけど、ふたりと

もアメリカを悪く言ったことは一度もなかったね。」 
  
 
 

●ダラスへの引っ越し、レストランビジネスへ 
 

―ずっとカリフォルニアで育ってこられたのに、テキサスとはどういう

ご縁があったのですか？ 
「1961年に、ブラウン知事が外国人労働者を禁止したので、両親はキャン

プを閉鎖しなければならなくなったんだ。その時サンフランシスコにいた**

ジャパンフードコーポレーション（JFC）の社長が、ダラスで日本食のレストラ

ンを開かないか、って両親に言ってくれたんだよ。それで、1962年に一家

でダラスに来て、『さくら』というレストランを始めたんだ。」 

  

―なぜダラスだったんですか？ 
「JFCが、ダラスの南西部に最初の倉庫を作ったんだ。日本の食べ物や調

味料なんかを販売するためにね。それで、レストラン『さくら』でもJFCの製

品が買えるように、ってこと。両親は日本から日本人シェフまで呼び寄せて

さ。 当時、アメリカのスーパーマーケットは日本製品を売っていなかったか

ら、ダラスの日本人は、レストランに来てお米や醤油なんかを家庭用に買っ

てったよ。僕はその時15歳くらいだったけど、店で皿洗いの仕事をやって

た、最低賃金で！(笑)」 
  
**ジャパンフードコーポレーション： JFC Internationalは、1906年からさまざまな

形で存続し、1958年に正式に設立された米国におけるアジアの食品の主要な卸

売業者および販売業者。自社製品に加えて、他の国際企業からブランド製品も輸

入している。1969年に日本のキッコーマンの傘下となり、1978年にJFCインターナ

ショナルとなる。 
  
                                     （次月へ続く） 

＜前編＞ 

▲小学生の権藤氏とお父さん 

▲グレン・ヨシアキ・権藤氏 



 

 補習校では学力向上に加えて、人格形成や人間力を高めることも重要な

学びの要素となる。これらをオンラインで実現できる具体策は未だ見えてお

らず、このような側面からもICT普及に伴ってリモート授業の中で、生徒自身

の自己管理能力をいかに高められるかの難しさがあらためて再認識されるこ

とになる。                           (文責: ヒューストン日本語補習校高等部) 

 数学科、国語表現は4月からグーグルクラスルームの使用を取り入れ、国語総

合と現代文Bも8月から使用を取り入れた。 

 宿題の頒布と提出、補助資料の頒布、単元テストの実施,配布と回収、多岐に

亘って使用し、リモート授業になくてはならないツールである。宿題(作文)の提

出、教科便りの配布、ストリームによる授業の告知と資料の配布と生徒との交信

に使用している。 

● ブレイクアウトルームでのグループ活動  

 数学科及び国語表現は未使用。国語総合

と現代文Bにおいてはグループに分かれて

考える作業をする際に生徒の個性、積極性、

言語能力を考えグループ分けをし意見を交

換する。結果等の発表はメインルームに戻っ

てから代表となる生徒からの意見を求める。 

● リモート授業での授業の進め方について  

・同じ空間内で場を共有することによって生まれる意思疎通やコミュニケー

ションが消失する。 

・学習する場としての緊張感を持続させるのが困難。 

・表情、態度、仕草などの細かな動作による理解度や共感度の把握が困難。

また、不正などを考慮した利用実績のチェックも必要となる。 

・自分の部屋なので、飲み食いしながら授業を受ける生徒がいる。リラックスし

すぎる。 

・PCやネット環境の調子が悪いと、画像が止まってしまったり、生徒が出たり

入ったりする。 

・生徒が消えてしまうと、戻す方法がない。 

・生徒の授業への参加が、口頭以外では難しい。 

・問題演習の進捗状況を一人一人確認できない難しさがある。教室の授業に

比べて質問も少なくなる傾向にある。 

＜数学科＞ 

・基本的に対面授業を模している。教科書を画面に示

しながら口頭で内容を説明し、白板（画面上）に切り

替えて、その場で解説などを書き込んでいく。生徒か

らの解答は、口頭でしてもらっている。 

・白板を用いて授業している。教科書の内容に沿って

内容の説明を行い、その後に問題演習の時間を設け、白板で解説を行う。 

＜国語科＞ 

・国語表現では、ひとつの言葉を取り上げて、その意味や使い方について課題

を出し、5分くらい考える時間を与えたのち、一人一人発表してもらう。各自の

発表は、チャットに記録している（板書の代わり）。 

・教科書は、該当部分を順番に音読してもらい、教師が補足の説明をしたり、実

際に生徒たちが、それについて体験したことを発言してもらう。（例：インター

ネットの使い方、面接での受け答え、など） 

・教科書の章末に載っているエッセーや小論文を生徒に音読してもらった後、5
～10分程度で、100文字以内に要約してもらい、それをチャットに発表。あと

で、要約に入れてほしいキーワードや柱となる考え方を教師が解説。（毎回で

はない。） 

・現代文Bは事前に3分程度の単元に関わるYouTubeなどの視聴を事前課題と

して与え、動画教材を事前視聴することで、その単元の動機づけをし授業の

導入段階で役立たせる。 

    授業は文章構成、授業用プリント（ワークシート）、漢字と語彙、課題ノート、

参考読み物資料をCLASS WORKにあげ画面共有しながら授業を行う。字数

制限で主旨を纏める。語彙と漢字のクイズも行う。文章の読みとりや質問に対

し回答する。 

・国語総合も単元に関わるYouTubeなどの視聴を事前課題として与え、動画教

材を事前視聴することで、その単元の動機づけをし授業の導入段階で役立

たせる。構成、難語句、作者、あらすじ、主題などをパワーポイントを共有し説

明、理解を深め質問に回答する。毎週課している新聞記事について、新聞記

事を読んで意見を纏めるだけにとどまらず、教科書の単元の中に含まれる主

題などを引き合いにだしながら纏め意見を書けるようにする。単元課題

ワークの中からの漢字、語彙のクイズを行う。 

● グーグルクラスルームの活用  

 

● リモート授業でのデメリット 

高等部の取り組み 
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～リモート授業がもたらす教室の変革～ 

● リモート授業でのメリット  

・バーチャルな部屋割りによるグループワークの展開

（ブレイクアウトルー ム）。 

・一人一人の表情が見えやすい。 

・生徒の発表を、聴きながらチャットに書き込むことが

できるので、記録を取りやすい。 

・一つの部屋にいないことで、誰かと異なる意見を言

いやすくなっている気がする。 

・教える側にとっての最大のメリットは通勤の時間と手間がないこと。また資料

の配布などが容易なこと。 

・生徒の目が画面に向くので広い教室よりも集中力が高まっているように思

う。 

・物理的距離を越えられることだと感じる。学ぶ場所は離れていても、同じ内

容の授業を対話しながら受けることができる。またそれは、クラスを飛び越

え、学年も飛び越えた対話となり、より多角的な見方・考え方を得るきっかけ

になると考える。 

・感染のリスクを減らせる。 

・生徒の安全・安心を確保できる。 

・通学時間を勉強の時間に使え時間を効率的に使える。 

・授業における地理的、空間的、時間的制約から解放

される。 

・授業の録画、保存による反復学習や欠席者への個別

の対応。 

・生徒の意見や質問等をリアルタイムで確認可能。 

● リモート授業の今後の課題について  

・対面授業の場合は、理解の早い生徒が他の生徒に解説することによって、

クラス全体の理解が底上げされていた。リモートの場合はその場での横の

つながりが弱く、授業内容を理解してない生徒がそのままになっていること

が多いようである。 

・今の形は、画面上で話し合いができ、まとめた要旨を電子的に提出できる

点で、大変便利で有効である。コミュニケーションの単元もあるが、リモート

上でもやり方を工夫すれば十分カバーできると思う。今年初めて受け持った

クラスであり、最初からこの形なので、リモートでない授業と比べることができ

ない。むしろ、今後増えていくであろう遠隔地とのオンラインでの会議や面

談などに適応しうまく使えるようになるために、良い訓練になっていると思う。 

・例えば各生徒の理解度、問題の進捗

具合などが教師にのみ分かれば、ま

た質問を教師との個別の通話で気軽

に聞ける、などあればより一人一人に

生産的な授業になるのではないだろう

か。 

  新型コロナウイルスの感染拡大による、SBISD(Spring Branch Independent School District)の閉鎖に伴いヒューストン日本語補習校も遠隔授業を余儀な

くされた。その結果、同時双方向型のオンライン指導を行うこととなった。 

  教育現場でのICT(Information and Communication Technology)活用は近年の教育政策上の重要課題であるが、今回の思いもよらぬリモート授業は高

校1年生から段階的に移行していく新高等学校学習指導要領でICTの準備段階としてとらえるべきではないかと考える。 
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私の本棚 

 「モリー先生との火曜日 

  （原題：Tuesdays with Morrie）」 
   
   著者 Mitch Albom  
 

  出版社  NHK出版 

 

おじいちゃんおばあちゃんが殺人事件の謎を追う、 

                                                              痛快ミステリー 
  
 タイトルを直訳すると「木曜殺人クラブ」 それだけ聞くとまるで猟奇殺
人鬼たちの集まりのようですが、その正体は高齢者居住施設の住人がワ
インを片手に過去の未解決事件についてあれこれ推理をするというも
の。今度は一転、安楽椅子探偵ものの推理小説かと思いきや、施設の近
くで本物の殺人事件が発生。木曜殺人クラブのじいちゃんばあちゃんが
捜査に乗り出す中、第二の殺人事件が発生し、さらには謎の人骨まで出
現して・・・。 
 
 The Thursday Murder Clubはイギリスの地方を舞台にした推理小説で
すが、その特徴は何と言っても登場人物たちのアクの強さとバラエティー

の豊かさ。強欲さ丸出しの土地開発業者に謎の多い神父、ロンドンから
都落ち？してきた女性警官、寡黙な老学者、移民労働者たちなど、いか
にも何かを秘めていそうなキャラクターが続々登場して話を引っかき回し
ます。中でも木曜殺人クラブのメンバーである4人（全員70歳以上）は豊
かな経験、築き上げたコネ、有り余る暇を総動員して、時には警察とすら
渡り合います。何という行動力！ 
 
 ですが、この話を単にキャラクターの濃さだけでこね上げたドタバタ喜
劇だと思ってはいけません。山ほどばらまかれた偽の手がかりに翻弄さ
れつつ、次第に浮かび上がってきた真相と対峙するとき、私たちは豊か
に老いることの意味や、歳月と共に強くなる絆について深く考えさせられ
るでしょう。この物語が高齢者居住施設を舞台としているのは、決して作
者の気まぐれや表面的なウケを狙ったものではないのです。 
 
 ちなみに作者のRichard Osman氏はテレビのパーソナリティーとして活
躍しているそうで、ユーモアのセンスは本作でも存分に発揮されていま
す。文章もこなれていて、これが小説家デビュー作とは信じられません。
次回作にも期待です。 
                                      （文責: 鵜飼 信） 
 

 「The Thursday Murder Club」  
   
  著者 Richard Osman 
 
  出版社 Pamela Dorman Books （米国版） 

 「今日がこの世で最後の日だったらどうする？」 
 
 コロナで引きこもっているときに、突然日本の恩師から荷物が届きまし
た。箱のなかには、日本の食材と一緒に本が何冊か。そのひとつが今回
紹介する「モリー先生との火曜日」でした。 
 
 その日のうちにお酒を片手に読み始めてから、私にとって大切な一冊
となりました。 
 
 ALS（筋萎縮性側索硬化症）と闘い、あと残り数ヶ月で人生を終えようと
しているモリー先生。かつての教え子であった著者ミッチが毎週火曜日
に先生のもとを訪れます。ミッチは失ってしまった大切な何かを取り戻す
かのように、モリー先生と最後の瞬間まで対話を続けます。その実話を記
したのがこの本です。大学卒業後、メディアの仕事で地位も名声もお金
も得ていたミッチが先生の最後の授業で受け取ったものとは、いったいな
んだったのでしょう。 
 
 「今日が（死ぬ）その日？用意はいいか？するべきことをすべてやって
いるか？なりたいと思う人間になっているか？」 
 
 「いかに死ぬかを学べば、いかに生きるかも学べる。」 
 
 大学卒業以来会っていなかった教え子に会ったモリー先生は、彼の人
生を見抜いていました。仕事を相棒にして、ほかのものはすべて脇へど
けてきたミッチ。彼はモリー先生との対話のなかで、少しずつ少しずつ変
わっていきます。 

 
 普段の生活の中で、「死」について考えたり、向き合ったりすることは殆
どありません。せいぜいニュースで誰かが亡くなったと聞いたり見たりす
るくらい。「死ぬ」ことを考える機会もヒマもないというのが本当のところ。 
 
 誰もがいつか「死ぬ」というのに、そこから目を逸らし、直視できないで
います。 
 
 この本は、私たちが普段考えることができない「死」＝「どう生きるか」に
ついて考える時間をくれます。「私の生き方、これでよかったの？」と少し
立ち止まりたいときに手に取りたい、大切な本になりました。そして、この
本に触れると人の温かさや愛の強さに触れることができます。 
 
 「死」や「どう生きるか」に向き合うなんて、少々難しく感じてしまいます
が、この本に触れればモリー先生が語りかけてきます。 
 
 「誰か心を打ち明けられる人はいるかい？」 
 
 「あなたの愛する人たちに貢献してるかい？」 
 
 「そんな自分に満足してるかい？」 
 
 「精一杯人間らしく生きているかい？」 
 
 人々に実際に会うことが難しい状況下で、私の恩師はモリー先生を通
じて大切なメッセージを届けてくれました。モリー先生の教えの通り「遠く
の友人（恩師）には手紙を出す」ことをやってみました。折に触れて何度
も読み返したい一冊。ご自身のために、もしくはお子様と一緒に読んで
みるのはいかがでしょうか？      
                                （文責： 大加瀬 裕美） 

図書館にも蔵書としてあります。 

またこの機会に原書で読んでみたり、

映画で観るのもいかがでしょうか。 



考察と実験 

 扁桃炎と口内炎がよく同時にできていたこと、そしてどちらも亜鉛によって

軽減されたことから、少なくとも私の場合、扁桃炎と口内炎は同じ原因で起

こっていた可能性があります。同時に軽快した軽減した胃炎も含めると、この

3つは全て消化器系の粘膜疾患という点が共通しています。粘膜細胞のよう

に入れ替わりの激しい細胞の再生に、亜鉛は特に必要で、亜鉛欠乏はそれ

ぞれの場所で炎症を起こす原因になっていたのかもしれません。 

 ただ、口内炎をはじめとする私の持病は亜鉛摂取で軽快したものの完治し

たわけではありませんでした。そこで、亜鉛の摂取量と口内炎の関係を調べ

たところ、摂取量が増えるにつれ口内炎の頻度は減り、摂取量を減らしてい

くと再び口内炎が出現しました。結果、私にとって、口内炎が起きない状態

を保つのに必要な亜鉛量は、日本人の食事摂取基準（一日10ミリグラム）と

比べてはるかに多いことが分かりました[iv]。私は腸内での亜鉛吸収効率が

悪いせいで、普通の食生活では深刻な亜鉛不足になってしまい、サプリで

補う場合にも通常の人より多く摂取する必要があるのではないかと推測して

います。親が似た持病だったことから恐らく遺伝的な亜鉛の吸収効率の悪さ

と欠乏症であると考えています。 

 

間質性膀胱炎が亜鉛サプリで快癒したケース（これも個人的な経験です） 

 原因不明で指定難病に設定されている間質性膀胱炎が亜鉛摂取で快癒

したケースがあります。私の親は70歳頃に間質性膀胱炎になり、少しでも尿

がたまるとおなかが痛くなるという症状に悩まされていました。間質性膀胱炎

は膀胱の粘膜が潰瘍状になり炎症を起こすという意味では、口内炎とよく似

ています。私の親も長年の口内炎もちで私の薦めで既に亜鉛サプリを飲ん

でいたのですが、当時の亜鉛摂取量ではまだ口内炎がしばしばできていた

ようです。そこで口内炎ができなくなる程度にまで亜鉛の摂取量を増やせ

ば、間質性膀胱炎にも効くかもしれないと考え、試してもらったところ、面白

いくらいに著効しました。後日、日系3世で南米出身の妻の友人が同じく間

質性膀胱炎で苦しんでいるというので、亜鉛の摂取を薦めました。この方の

場合も著効して、1-2週間後に「All symptoms are gone（全ての症状が消え

去った）」というとても嬉しそうな連絡をもらいました。これらのケースでは、亜

鉛欠乏から間質性膀胱炎になったと推測されます。 

 

亜鉛サプリの摂取時に注意していただきたい点について 

 現在では亜鉛欠乏に関する医学的な知識が随分進歩しています[iv]。口

内炎に対して亜鉛を摂取することは医学的にお勧めできます。ただし摂取

量について、サプリメントとしての推奨量は問題ないですが、それ以上の量

の場合には、血中の亜鉛濃度を測定しながら投与するのが正しい方法にな

ります。また、亜鉛の摂取で吐き気などの副作用が直ちにおこることがありま

す。私は吸収のよいキレート化された亜鉛のカプセルを愛用していますが、

空腹時に飲むと必ず吐き気に襲われます。牛乳などを飲んだ後に飲むとあ

まり吐き気は感じません。私の親はいつでも問題なく飲めるそうなので個人

差があるようです。また、長期的な副作用として、銅の吸収を妨げて銅欠乏

症を起こすことがあります。 
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前回の穴見康昭先生から神経科学がご専門の大前彰吾先生にバトンが移りました。 

 みなさま、こんにちは。ベイラー医

科大学の大前彰吾です。京都に生

まれ育ち、大学院以降は東京、札

幌、フィラデルフィアを経て、ヒュース

トンに参りました。医師免許はありま

すが臨床は経験せず、ずっと脳の研

究をしています。脳の研究も面白い

のですが、今回は臨床的なことでな

にかしら貢献することを目指して、亜

鉛サプリメントの効用について書い

てみたいと思います。私は、個人的

な 経 験 か ら、「口 内 炎・扁 桃 炎・胃

炎・間質性膀胱炎といった粘膜系疾

患に亜鉛が効くことがある」という仮

説を持っています[i]。そこでまず、その経験と仮説のお話をしたいと思いま

す。 

 

口内炎の治療法探索についての個人的経験 

 私は、大学生の頃から何度も繰り返す口内炎と胃炎、そして扁桃炎に苦し

んできました。健康な人では口内炎はたまにできたとしてもすぐに治ってしま

うものですが、私の場合、月に1回くらいの頻度で口内炎ができ2週間ほどか

けて1センチほどの大きさに成長していくという経過をたどりました（「口の中

に針が刺さっているような」激痛です）。また、胃炎も頻発して、学業や仕事

にも支障をきたし、これらの症状を緩和する方法を求めて、いろいろ試しまし

た。 

 口内炎については当時もまだ原因がよく分かっておらず、ウイルス説や口

内細菌説や栄養不足説や自己免疫説（アレルギーの一種）などが可能性と

して挙げられていました。そこで、細菌説にたいしては抗生物質、自己免疫

説に対してはステロイド軟膏、栄養不足説にたいしてはビタミン剤（ビタミンB
群、例えばチョコラBB）を試しましたが、ほとんど効果はありませんでした。さ

らには民間療法的なものも試し、少し効いてるかもという印象をもったのが、

はったい粉[ii]でした。これを食べ続けていると、口内炎が少しましになる感じ

がありました。はったい粉はビタミンB群が豊富ですが、前述の通りビタミン

剤は効かなかったので、これが効いたわけではないと考えました。はったい

粉はミネラル（特に銅・マンガン・亜鉛）も豊富なので、それらのサプリを順に

摂取したところ、亜鉛が効く、それもとてもよく効く、ということが分かりました。 

 亜鉛サプリを毎日飲むことで、口内炎のできる頻度が下がり、できた場合

にも激痛に苦しむことはなくなりました[iii]。これは私にとって福音とも呼べる

大発見でした。当時、胃炎の方は薬（制酸剤）でコントロールはできていたの

ですが、亜鉛を飲むようになってからは薬の使用頻度も減りました（毎日が

たまにでよくなりました）。更に私は大学生のころから、扁桃炎にも苦しめら

れていました（毎月起こり、高熱が2～3週間つづきました、人生の半分は高

熱でした）。抗生物質などの内科的な治療はあまり効かず手術適応となり、

大学院生のときに扁桃腺を切除したのですが完治はせず、その後も半年に

一回ほどの頻度で扁桃炎になっていました。しかし、不思議なことに、亜鉛

を飲み始めて以降、扁桃炎が全く起こらなくなったのです。 
 次回は瓜生英尚先生です。  

第196回 

薬物複合体亜鉛欠乏と粘膜系疾患 
 （口内炎、扁桃炎、胃炎、膀胱炎） 

（Research Assistant Professor、 Baylor College of Medicine）  

 大前 彰吾 
文章編集 大前 景子 

i. もし臨床研究に携わっておられる先生で、研究のアイデアとして興味を持た

れた方がおられましたら、喜んで協力いたしますので是非ご連絡ください。 

ii. はったい粉は大麦を炒って粉にしたもので、麦焦がしとも呼ばれます。 

iii.ちなみに、口内炎の治療法で検索しても亜鉛の話はあまり出てきません

が、亜鉛の欠乏で調べると口内炎が症状の一つとして出てきます。例え

ば、以下の文献では亜鉛不足について、とても分かりやすく解説されていま

す。「亜鉛欠乏症について」 

iv.「亜鉛欠乏症の診療指針」（2016、日本臨床栄養学会）では成人一日あた

り50-100ミリグラム摂取とあるように、治療では高用量の亜鉛が使われてい

ます。  
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 常に新しいことに挑戦し、未踏の地を切り開いていこうとするパワフルな

夫との出会いによりスタートした海外生活も、トータル

すると既に十二年の歳月が流れている事に、自分で

も驚いてしまいます。トルコ、イタリアを経て三度目の

駐在地は初上陸のアメリカ、しかもテキサス。結婚後

の三十代は、子供や自分自身を育てることに一生懸

命で、余裕のない日々を送っていました。四十代に

なった今の目標は、とにかく楽しむこと。どんな場所

にいても、好きな事を見つけて毎日を楽しむことが大

切だと思っています。 
   私なりのテキサスの楽しみは、お肉とワインと旅で

す。テキサスの牛肉は本当に美味しい! 初めてステーキハウスへ行った

ときは、そのお肉の大きさや厚み、味わいの深さに感動しました。それ以

来すっかりお肉派になり、専門店で牛肉を購入しては、自宅のプールサ

イドやキャンプで炭火バーベキューを楽しんでいます。我が家のおせち

料理もステーキ。今年もステーキ（素敵!?）な一年になります様に…と願い

ながら、家族でお肉を囲みます。そして、お肉に欠かせないのがワイン。

ヒューストンに住むまで、テキサスにワイナリーがある事すら知りませんでし

たが、試してみると結構美味しい!私はよくヒルカントリーのワイナリーを巡

り、テイスティングをして気に入ったワインを生産者から直接購入し、自宅

でじっくりと味わっています。その土地でしか味わえないものをその場で

頂くことは、食においては最高の贅沢です。 

  旅に関しては、コロナの影響もあって今はなかなか遠くに行くことは出来

ませんが、こんな状況だからこそ近場の自然を求めて、テキサス州内のス

テイトパークへの旅を楽しんでいます。最近行ってみて良かった所は、ワ

イナリーの後に立ち寄ったペダナレスフォールズステイトパーク 

（Pedernales Falls State Park）。オースティンの西側には、日帰り可能な

小さなステイトパークがいくつもありますが、ここはその

一つです。ペダナレスフォールズのパーク内には大き

な川が流れており、川沿いにごつごつした岩が広がっ

ていて、その岩の上を歩くことが出来ます。その日は

午後の日差しが眩しく、太陽の光が川面に映りキラキ

ラと反射して、幻想的な風景が広がっていました。アメ

リカで出会った数々の壮大な景色は、私にパワーとエ

ネルギーを与えてくれ、また明日も頑張ろう!という活

力の源になっています。 

   それに加え、私の原動力になっているものがもう一

つあります。それは、赴任して間もない頃に同じストリートに住むご家族の

方々から頂いた一枚のカードです。“Welcome5to5TEXAS!5Welcome 
especially5to5the5neighborhood!”5この心温まるメッセージカードを受け
取った時、この場所でなら何とかやっていけそうな気がしました。これから

始まる新しい生活に不安を抱いていた私が、テキサスに受け入れてもらえ

たのだと感じた瞬間でした。海外での生活は、有り得ない事の連続です。

まさかのトラブルの時に手を差しのべて下さるのは、いつも周囲の方々で

す。私には頼れるご近所さんがいると思うだけで、大きな心の支えになっ

ています。多くの人に支えられ、見守られながら今生きているということに

感謝しつつ、この先も海外生活を楽しんでいきたいと思っています。  

第197回 川畑 みやびさん 

駐妻のヒューストン日記 

      

     2021年が始まりましたが、新型コロナウイルスの
感染拡大は続いております。太鼓演奏、落語、餅

つき…恒例となっていたヒューストン日本人会新年

会は、残念ながら今年は開催できませんでした。

しかし、コロナに負けてはいられない。新年の慶び

を皆さんと分かち合うべく日本人会では、1月23日
（土）と24（日）の2日間、ヒューストンの3つの
日本レストランのご協力のもと、『新年弁当プロジェ

クト』を企画し、会員を中心に日本食ファンの非会

員の方々も一緒に新年を祝いました。昨年から行って

いるこのお弁当プロジェクトもすっかり浸透したようで、

今回も大好評。合計117食の注文をいただきました。 
 今回は新年ということで、日本人会からは皆様に、切

り餅、おせんべいやポッキーなどの日本のお菓子、イン

スタントラーメンなどが入った福袋をプレゼントしました。 
 

●IZAKAYA WA River Oaks店 

 23日に27食のお弁当を用意していただきました。 
 三種類の刺身に、茄子・竹の子・里芋・南瓜・白滝の

煮物、厚揚げ、エビ唐揚げやコロッケ、あげ豆腐、イクラと鮭、卵かけごは

んなど、お味はもちろん色とりどりの豪華なお弁当は目も楽しませてくれ

ます。 

 新年特別企画の福引の賞品は、IZAKAYA WA River Oaks店から25ド
ルのギフト券2枚をご提供いただきました。ギフト券が当たった小西進さん
は、「え!当たったんですか?今日来て良かった!ありがとうございました。」

と喜んでいらっしゃいました。もう1枚は、兒子先生の奥様が引き当て、当
日病院勤務だった兒子先生から「非常においしいお弁当と福袋ありがと

うございました。家族で非常に楽しく、おいしくいただきました。」とのメー

ルをいただきました。 

 

●鮨陣 

 23日に50食のお弁当を用意していただきました。 
 海老の乗ったちらし寿司は、錦糸卵の黄色が新春の彩り。品の良いお

味の根菜の煮物に鮭の餡かけ、鳥の唐揚げ、牛肉のアスパラ巻きなど、

和洋のバランスのとれた正統

派の美味しいお弁当でした。 

 福引商品の鮨陣の食事券

2枚は、最後までなかなか当
たりが出ませんでしたが、そ

れだけに抽選は白熱の盛り

上がりを見せました。 

 鮨陣の弁当をお召し上

がったTingleafご夫妻からは、「The lunch was not only delicious but had 
the flavor of New Year. The fukubukuro was a nice addition. Thank you 
for planning the event. 」とのメールをいただきました。 

 

●レストラン日本 

 23日26食、24日14食の計40食を用意していただきました。 
 エビフライ、唐揚げ、鮭の塩焼き、牛肉巻き、紅白蒲鉾、茄子の煮浸し

などのバラエティ豊かなおかずに、いな

り寿司と太巻きもついた豪華なお弁当

は、「新年から元気の出るお弁当を、と

ても美味しくいただきました」といった感

想を多く頂戴しました。 

 福袋の大きさと重さにビックリする方も

いらして、お弁当と福袋を両手いっぱい

にかかえてお帰りになる姿も印象的で

した。 

 

 コロナ禍の辛い状況を皆さんと一緒に乗り越えられるよう、日本人会で

はこれからも元気が出る企画をお届けしてまいります。本年も、日本人会

をどうぞよろしくお願いいたします。 

  日本人会にご興味のある方、入会ご希望の方は、[グレーターヒュー

ストン日本人会 （jagh.org）]のウェブサイトからお申し込みくだ

さい。                         （文責：日本人会広報部） 

他団体便り 

日本人会弁当プロジェクト：日本食レストランに20～30ドル
相当のお弁当を用意していただき、日本人会が半額を、会

員が残り半額を負担する形式です。会員以外の方には、お

弁当代全額をご負担いただきます。 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

＜スポーツ情報＞ 
■Feb 27～ 
MLB Spring Training 
大リーグのオープン戦がフロリダとア

リゾナに分かれてスタートします。我

らがHouston5Astrosの初戦の相手は

Nationalsです。レギュラーシーズンの

開幕戦は4/1で、オークランドでの

Athletics戦となります。 
 
＜展覧会情報＞ 
■～May 31 
Body Worlds & the Cycle of Life  
@ The Houston Museum of  Natural Science 
人体の不思議に迫る特別展です。コロ

ナ禍で健康への関心が高まった今こ

そ、身体の仕組みについて学ぶ良い機

会ではないでしょうか。なお、保存さ

れた人体、臓器等が展示されています

のでお子様をお連れになる場合は事前

によく検討ください。 

 
■Feb 21～Jun 20 
Hockney-Van Gogh: The Joy of Nature 
@ The Museum of Fine Arts, Houston 
遠く時間と場所を隔てて創作を行った

2人の画家の作品を並べて展示すると

いうユニークな展覧会です。1人目は

皆さんご存知のヴィンセント・ファ

ン・ゴッホ。19世紀オランダ生まれの

画家です。もう1人は20世紀イギリス

生まれの画家デイヴィッド・ホック

ニーで、2人に共通する主題が「自然

の喜び」というものです。スタイルの

違いや共通点を探してみるのも楽しそ

うですね。 
 
＜イベント情報＞ 
■Mar 14 
Signature Works  
@ Web配信 
バロックや古典を得意とする管弦楽団

Ars5Lyrica5Houstonの コ ン サ ー ト で

す。モーツァルトのセレナーデ「アイ

ネ・クライネ・ナハトムジーク」など

をお楽しみください。 

 
■Aug 5 
Justin Bieber World Tour 2021  
@ TOYOTA Center 
まだ先の予定ですがファンの方には朗

報です。コロナのため延期されていた

Justin5Bieberのコンサートが今年の8月
に開催されることになりました。元の

チケットも有効です。 

 内容は記事執筆時点の情報に基づいていま

す。諸事情により変更、中止、延期となる場合も

ありますので、お出かけ前に各自で最新の情報

を主催者サイト等でご確認ください。 

◎お出かけの際の感染予防 

・マスクを着用する 

・他のお客さんと6 feet以上距離をとる 

・こまめに手洗い・消毒をする 

編  集  後  記 

つい最近お正月を迎えたと思ったら、暦の上ではも

う立春。2月12日は中国の一大イベント・春節（旧正

月）です！明治維新以来日本では元旦が一年の始まり

ですが、中国ほか、多くのアジア諸国では今でも春節

を祝います。以前シンガポールに長く住んでいた私

は、旧正月が近づくと今でもなんだかワクワク。例年

なら、シンガポールでは店頭に煌びやかな春節の飾り

付けや食材が並び、爆竹や龍の舞、獅子の舞など、文

化的催し物が街中で開催されている頃です。レストラ

ンには春節に食べると縁起が良いとされるメニューが

登場。たとえば大晦日に「魚」を食べると財と幸運が

舞い込む、「餃子」は裕福な一年になる、「落花生」

は健康長寿、などなど。ヒューストンのチャイナタウ

ンはシンガポールほどの活気はないものの、「春節」

の文化を垣間見ることはできるはずです。 

  また今月はバレンタインデーマンス。日本では“愛

を告白する日”とされチョコが主役ですが、アメリカ

ではカードや花束、お菓子、ぬいぐるみなど、感謝や

愛の気持ちを込めて家族や友人、恋人に贈ります。

スーパーに行くとピンクや赤のスイーツがいっぱい

で、眺めているだけで気持ちが明るくなります。バイ

デン新政権もスタートし、いろんな意味で“春の訪

れ”に期待が高まるところです。      

     （編集委員 グラント里香） 

   

 

  あそぼーかいでは毎年2月には節分をテーマに活動をしていました。鬼

が出てきてびっくりしたり、鬼のお面を製作したり、みんなで豆まきをしたり

していましたが、今年はコロナ感染症の影響で活動が出来ず、とても残念

に思っています。一日も早く皆さんと折々の季節の行事にちなんだ活動が

再開出来ることを楽しみにしています。 
 節分について少しお話させていただこうと思

います。今年の節分は2月2日でした。節分と

は季節を分けるという意味があり、新しい季節

の始まりの日である立春・立夏・立秋・立冬の

前日のことを指しています。特に立春が一年

の初めと考えられることから春の節分が最も重

視されており、一般に単に「節分」といえば春

の節分を指すものとなっています。立春を新

年と考えれば、春の節分は大晦日に相当しま

す。そこで前年の邪気を全て祓って新たに新

年を迎えるための追儺（ついな）の行事が行われます。その代表が「豆ま

き」です。また地方によりますが、玄関先には柊といわしの頭を飾ったりす

る風習もあります。みなさまのご家庭でも災いを祓い、招福を祈願されまし

たでしょうか。この一年のご多幸をお祈りしております。 
 

あそぼーかいのスタッフ オススメの公園 引き続き、外出には感染防止に

気を遣いながらの生活が続きます。そこで、皆さんがお子様とご一緒に気

軽に行ける公園を紹介します。お天気の良い日には屋外で元気に身体を

動かして、リフレッシュしましょう。 

☆ファイヤー・トラック・パーク (Fire Truck Park) 小さな公園ですが、遊

具がたくさんあって、小さい子から大きい子まで楽しめます。  

☆ケイティ・シティ・パーク (Katy City Park) 小さな湖があり、そこで釣りを

してる方をよく見かけます。遊具は小さな子でも遊びやすいかと思います。 

☆ヘドウィグ・パーク (Hedwig Park) 
木立の間から漏れる日の光を浴びな

がら遊具で遊んだり、ベンチでピク

ニックをしたり...。深呼吸をすれば、短

い時間でもすっきりと気分爽快です。  

☆スプリング・バレー・ビレッジ・シティ・

パーク (Spring Valley Village City 
Park) こじんまりしていますが、静かで雰囲気の良い公園です。 

☆ベア・クリーク・プレイグラウンド (Bear Creek Playground) Bear Creek 
Pioneer Park内、北西に位置します。遊具は小さい子向けですが、小動物

（ヤギや鳥）が見られます。  

☆メアリー・ジョー・ペッカム・パーク (Mary Jo Peckham Park) 大きい

遊具が少し離れた2カ所にあり、小さい子はもちろん、小学生も楽しめま

す。池もあり、お散歩すると心地良いです。                （文責： 保田敦子） 

「鬼のパンツ」を振り付きで 

（2020年2月あそぼーかい） 

ピーカンキッズ今後の開催予定:    *スタッフは随時募集中です。 

      3月以降になります。HPにてご確認ください。   

 あそぼーかい »  mama.asobokai@gmail.com  

 読み聞かせの会  »  houstonyomikikase@gmail.com 
オンライン読み聞かせの会  »  2月20日（土）午前10時～    
zoomリンクはこちらをクリックして下さい 

 


