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JBSD（JCD）・DIA （デトロイト美術館）・在デトロイト日本国総領事館・ウィメンズクラブ共催

雛祭りイベント成功裏に終わる

JBSDは各種の活動を行っていますが、このうち文化活動は会員の皆様に楽しん

でいただくだけでなく、地元の方々に広くご参加をいただいて日本への理解を深め、

日本コミュニティに対する友好を増大していただくことに貢献をしています。JBSD

の文化活動としては、長年に亘って毎年10月初めに実施してきた日本祭りに加えて、 

2018年からは新たにJCD（Japan Cultural Development）活動が始まりました。JCD

の中で最も大きなイベントはデトロイト総領事館のご支援を得てDIAと共催をして

いる雛祭りです。

今年は3月1日（日）の午前11時から午後5時まで実施しましたが、DIAの集計では 

3,200人近い入館者が記録されました。因みに2018年、19年の入館者は2,500〜 

2,800人であったことと比べると、地元の方々の日本文化への興味が大いに高まっ

てきていることを感じます。今年もプログラムのパフォーマーの方々に加えて、

多くの企業ボランティアにご協力をいただき、総勢で160人以上の手によって

DIAと一緒に雛祭りイベントが作り上げられました。

当日は全てのプログラムで、日本人だけではなく大勢の地元の方々をお迎えする

ことができました。当日の会場とプログラムは次の通りです。

Rivera Court: 茶の湯、女子の和服着付け・所作の教示、神輿展示、生花展示

Great Hall:  雛壇展示・記念撮影、書道実演、ねりきり和菓子実演、 

折り紙ワークショップ、琴ワークショップ、生花展示、 

Story Telling（日本語・英語）

Prentis Court: 煎茶とお茶菓子の提供

Student Lunch Room: いちご大福ワークショップ、生花ワークショップ

Japan Gallery: 三味線・沖縄三線の演奏

Film Theater: かぐや姫上映

  雛祭り写真集５ページに続く

中川総領事・JCD大光氏のごあいさつ
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在デトロイト日本国総領事館提供によるトピックスとお知らせ

総領事公邸における「日本ブランド」発信: 豊田合成ノースアメリカ製ステアリングの展示

在デトロイト日本総領事館では、日本の優れた技術や洗練

された文化を活用した製品を総領事館等に展示することに

より、日本の技術や文化を有する「日本ブランド」を積極的

に発信していきたいと考えております。

今般、豊田合成ノースアメリカ社より同社製ステアリング

の展示希望があり、総領事公邸において展示することとなり

ました。このステアリングは「レクサス」に搭載され、同ブ

ランドの自動車の安全性と快適性の向上に寄与する高度な

技術を用いて製作されたものです。デトロイト総領事館では

引き続き、日米の自動車産業が集積する当地において、日本

の自動車産業の高度な技術力を「日本ブランド」として官民

連携で発信してまいります。

※当館における日本製品の展示についてのお問い合わせは、日本企業支援担当（蛯原）までご連絡ください。

 お知らせ 

Facebookで、当館の活動紹介のほか、日本関連情報やミシガン /オハイオ 
州の耳寄り情報も発信していますので、是非「いいね！」をお願い致します。

Facebookページ www.facebook.com/cgj.detroit

在留邦人の皆様に有益と思われる情報や各種お知らせをメールでお送り 
するメールマガジンを配信していますので、是非ご登録ください。

詳細はこちら www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/emagazine.html

旅行や海外出張される場合は、是非、「たびレジ」に登録を！！

旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の海外安全 
情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡 
などが受け取れるシステムです。

詳細はこちら www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg

四半期毎にミシガン州とオハイオ州内の治安情勢を掲載しています。

在留邦人の皆様が多く居住する地域における犯罪発生件数や最近の 
犯罪傾向などを掲載していますので、ご確認をお願い致します。

詳細は当館ホームページ、生活・安全情報内の「海外安全対策情報」を

ご確認ください。

生活・安全情報 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/lifesafety.html

領事出張サービスの実施見合わせについて（ノバイ市: 4月14日（火））

新型コロナウイルスの感染が広がる中、ミシガン州では3月10日に非常事態宣言が発令され、

コミュニティ内の感染拡大を防ぐため、多数の人が集まる集会・行事等を禁止するなどの様々な

措置が講じられている状況にあります。このため、4月14日に予定していたノバイ市での領事出

張サービスについては、在留邦人の皆様の健康・安全面に考慮し、実施を見合わせることと致し

ました。皆様には、ご不便をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解の程お願い致します。なお、

お急ぎの方はお手数ですが当館窓口までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

また、5月6日に予定しているノバイ市での領事出張サービスについて、今後の状況等を考慮

した上で判断し、あらためて当館ホームページ及び領事メールにてお知らせ致します。

※ ご不明な点等ございましたら当館領事班までご照会ください。　Tel: 313-567-0120（代表）
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語り部

Shikoku Cable North America, Inc.

西
にしむら

村  英
ひ で き

己

プリント基板、コネクターと繋がっ

て、次はワイヤーと言うことで、Dai-Ichi 

Seiko尾城さんからバトンを渡されまし

た、Shikoku Cable North Americaの西村

です。気安く請け負ったものの、いざ書

き出そうとして、ハタと困った。何を書

いて良いのやら. . . 。人に熱く語れるほど 

“極めた”趣味がある訳でなく、吃驚する

ような経験をしている訳でもなく、流さ

れるままに、ゆるゆると生活してきた私

には、思った以上に高いハードルでした。

文才が無いのはご容赦いただくとしても、

何とか遣り遂げなくては!!と言うことで、

これまでのミシガン生活を振り返ってみ

ました。

元々私は、岐阜の山奥で生まれ育ち、

「いつの日か、田舎から抜け出したい」と、

秘かに野望を抱いておりました。しかし、

本人の“秘かな野望”とは裏腹に、田舎か

ら田舎へと、流されるままに流され、とう

とう最後に辿り着いたのがこの地、ミシ

ガンです。

ところがこのミシガン、絶妙な田舎具

合が、私には、妙にシックリくる。肌に合

うとでも言うのでしょうか、とても落ち着

けるのです。このまったりとした、緩い環

境に、プカプカ漂っているうちに、気付い

てみると、二十年の年月が過ぎようとし

ています。

私がこの地に来た頃は、現在のMcNamara

ターミナルができ上がる前で、今はもうあ

りませんが、国際線は、少し離れた位置に

ある、専用到着ターミナルに到着しまし

た。初めての海外赴任で、不安もあったの

でしょうが、それを差し引いても、この専

用ターミナルのロビーは薄暗く閑散とし

ており、日本から辿り着いた私は、憂鬱

な雰囲気でミシガン生活が始

まったのです。

当時の米国は、まだ“大らか

な米国”が残っており、何事も

今以上に大雑把で、今からでは

信じられないことですが、当時の

空港では、搭乗チケットを持ってい

なくても、セキュリティゲートを通過 

でき、搭乗口でお見送りをすることがで

きました。さらに、嘘のような話ですが、 

搭乗時においても、今のように IDによる

本人確認が行われておらず、他人の名前

の搭乗チケットで飛行機に乗ることすら

できました。幾ら“大らかなアメリカ”でも、

バレたら大変怒られたと思います。もう

時効だと思いますので話すことができま 

すが、会社の上司から、上司の名前で取っ

たチケットを渡されて、「代わりに行って

きて」と、米国内出張に行かされた知人

がいます。因みにその知人、搭乗口の所

でスタッフに呼ばれて、ビクビクしなが

ら上司の名前で名乗り出たところ、座席

をアップグレードしてもらい、ファースト

クラスに乗って快適な出張をしたことは、

余談ですが. . . 。これ等はほんの一例で、当

時の米国は、今からは想像もできない程、

“大らか”だったのです。

ところが、この“大らか”な米国を、根

底から変えてしまう日が来ます。そうです、

2001年9月11日です。あの日、オフィスの

TVに映し出された、妙に現実味の無い、

WTCに突っ込んでいく飛行機の映像や、

それを見て涙を流す同僚の悲しげな顔、

そして、その日から暫くの間、機影が消え

た米国の空は、決して忘れることのでき

ない思い出です。

あの日を境に、米国から“大らか”さは

無くなり、年を追う毎に、殺伐感が増して

いる気がします。今も続くテロとの戦争

が始まり、ガソリンが急騰、2008年9月

には、俗にリーマンショックと呼ばれる

米国発の金融危機もありました。そして、

その11月には米国史上初の黒人の大統領

が誕生しました。また、最近では、現職の

大統領が史上3人目の弾劾訴追されると

ころを、リアルタイムで目撃し、そして今、

新型コロナウイルス COVID-19のパンデ

ミックで、これまで見たことがないよう

な事態を目の当たりする等、二十年と言

う年月には、幾つもの歴史に残る出来事

が発生し、色々な変化がありました。

ここまで思い出してきて、私が赴任し

た当初、大変お世話になった先輩を思い

出しました。先輩は米国生活の為の、色々

な知識を私に教えてくれただけでなく、

「昔はなぁ」と言いながら、私が知らない

昔の米国の事、ミシガンの事を、色々語っ

てくれ、私の知る“今”と比較しながら、

先輩の昔話を楽しく拝聴しました。と同

時に不遜にも、「旅人に、土地の昔を語る、

語り部のようだな」などと、思ったもので

す。そして、ふと気付きました。最近私も

「昔はね」を枕詞に、話をしていることが

多いことに。どうやら私も、話を聞く“旅

人”から、昔を語る“語り部”の側になっ

てしまったようです。とは言え、私はやっ

と入り口に立ったところ、諸先輩方のよ

うな立派な“語り部”になるには、まだ暫

く時間が掛かりそうです。

ケーブルの“両端は、やはりコネクター

で繋ぐべきか？”と思いましたが、私のバ

トンは、朝のお茶友達、エレクトロニクス

商社Kuroda Electric U.S.A.の篠原さんに

お渡ししたいと思います。

262回 リレー随筆
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スポーツ部会主催

2020年冬JBSDチーム対抗 
ボウリング大会観戦記

恒例のJBSDチーム対抗ボウリング 

大会が、2月9日（日）にCantonのSuper 

Bowlにて開催しました。40チーム、 

178名にご参加いただき、大変盛り上が

りました。

当日は、天候にも恵まれ、皆様のご協力

により予定通り開始することができまし

た。ゲームが始まると、皆様思い思いに楽

しまれ、お知り合いの方々のスコアを気

にされたり、日ごろの練習の成果を思い

切りぶつけたり、それぞれの楽しみ方で

楽しいひと時を過ごされていました。

ゲーム方式は各チームの上位3名のス

コア×2ゲームの合計を競うもので、9歳以

下のお子様、12歳以下のお子様、女性の 

参加者に、それぞれハンディキャップを

設けております。

今回、見事優勝の栄冠を手にされた 

のは、1,393点を獲得されたAWTEC 1の 

皆様でした、おめでとうございます。上位 

7チームの得点が1,000点を超え、近年稀

に見るとてもハイレベルな戦いとなり、

観ている人々を魅了するものでした。

ご参加いただいた皆様、大会の進行に

ご協力賜りまして誠にありがとうござ

いました。次回の開催は、2020年11月 

15日を予定しております。次回もどうぞ 

皆様お誘い合わせの上、奮ってご参加い

ただきますよう、幹事一同お待ちいたし

ております。

（JBSDボウリング大会事務局 : 東村）

青年委員会主催

ミシガンスキーバスツアー開催！

ミシガン北部に位置するBoyne Mountainにて、毎年大人気、

青年委員会主催の“楽々日帰りスキーツアー”（銘打って！）

を2月16日（日）に開催いたしました！今年は開催当日3日

前より冷え込み、小雪舞ったおかげで、ふかふかのパウダー 

スノーを感じることができました！

初心者から超難関コースまで充実しており、ご家族

連れの方、経験者共に楽しんでいただけました。 

スキー、スノボー以外にもスノーチューブといっ

たアクティビティが充実！楽しんだ後は帰りの

バスの中で、3.5時間ぐっすりお休みになられた方も多かっ

たでしょう。

現地では青年委員会専用の部屋を手配し、お荷物を 

安心して置いていただくことができ、ご好評いただきま

した。青年委員会は今年も皆様に楽しんでいただける多

くのイベントを工夫を凝らして企画しております。ぜひ

今後とも、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

（青年委員会 :菅野、牟田、鈴木、高木、德川）

JBSDイベント報告

優勝おめでとうございます！
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在デトロイト日本国総領事館主催・JBSD文化部会協賛

2020年ミシガン日本語弁論大会開催

在デトロイト日本国総領事館主催により、2020年ミシガン

日本語弁論大会（Japanese Language Speech Contest）が、去る

2月9日にMichigan State Universityにある International Center

で開催されました。ミシガンにおける日本語教育の振興を目指

して、JTAM （Japanese Teachers Association of Michigan）、JSD  

Women’s Clubと共にJBSDも協力をしており、今年も文化部

会メンバー企業から審査員を派遣していただきました。また 

スポンサー企業としてDelta Air Lines, Inc.から大学の部の優

勝者に今年もトラベルクーポン券が贈呈されました。今年は、 

高校生の部8名、大学生の部10名がそれぞれの部門で実力を発揮

しました。その結果、今年の優勝者は以下の2人となりましたが、

他の参加者にもそれぞれの成績に応じて賞が贈呈されました。

※優勝者のスピーチは次号紹介いたします。

JBSDイベント報告

雛祭り写真集 （1ページ続き）

高校の部

優勝 /総領事賞 Rishi Rallapalli (Troy High School ) 

金賞 Chloe Pottenger (Troy High School ) 

Laya Sathyan (Athens High School )

大学の部

優勝 /総領事賞 Kai Zhao (University of Michigan) 

金賞 Claude Murphy (Eastern Michigan University)

Aliah Sallehuddin (University of Michigan)
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「反省」について

執筆者

岩崎　博

近頃温かい日が

多くなり本稿が皆

様の目に触れるこ

ろにはすっかり春

めいてくるのでは 

と期待をしており

ます。昨年はどう

だったのかと思い当時の原稿を見て見た

ら今年はこれまでの所暖冬だったのだな

とつくづく思います。昨年は寒波襲来に

加え連邦政府の長期閉鎖による影響が多

く報道されていました。今年はというと中

国に端を発したコロナウィルスが各国に

波及し、日本ではかなり生活や事業活動

に影響がでていますね。ここアメリカでも

本原稿を書いている現時点で、全土に急

速拡大し毎日の様に感染者や死者の増加

が報じられ、国家非常事態の宣言、学校の

休校や各種集会のキャンセル、生活必需

品の在庫切れなどが起きています。早く 

収まってくれることを切に願っています。

今回は「反省」と言う言葉を中心とした

話題です。この言葉は日本の社会では頻繁

に聞きますし、企業の中でも良く使われま

す。現状把握、その反省点と今後の対応、

と言った具合に。

反省を辞書で引くと1. 自分のしてきた

言動をかえりみて、その可否を改めて考

えること。2. 自分のよくなかった点を認

めて、改めようと考えること。となります。

しかし、実際日本の巷で使われている

意味は2．のほうが圧倒的で非を認め悔い

改めるという風に理解されている気がし

ます。私自身、この言葉を聞くと記者会見

で頭を下げて謝罪会見をしている大企業

のお偉いさんの姿が目に浮かびます。そう

いえば昔「反省だけなら猿でもできる」と

いう言葉が流行ったことがありましたね。

どうも日本人は頭を下げたり、謝罪の言葉

を聞くと何故か気分がよくなる傾向にあ

るように感じます。逆に謝罪の言葉がない

とあいつはけしからん、謝ることもできん

のかと怒りがわいてきます。これは日本人

に共通した感情ではないでしょうか？皆

さんはどうですか？仕事のなかで良くア

メリカ人は反省しない、過去を振り返りた

がらないといった不満を聞きます。私自身

の経験でも多々ありました。

例えば、製品に不具合が出てその対策

を考えるとき、我々日本人は過去を振り返

りどこに問題があったのかを探し、（反省

し）それをなくすにはどうすればよいか

を考えて対策を取りますが、これをアメリ

カ人たちを交えて行うとかなり抵抗をさ

れる時があります。これはどうしてなので

しょうか？ 一般的にこの国で育った人た

ちは過去をあまり振り返らない傾向があ

ります。過去を振り返り、反省してどうす

るの？ 時間の無駄でしょ、それより将来

のことを考えましょうと。そこには大きく

2つのカルチャーの違いが寄与しているよ

うに思います。一つは、謝りの文化とめっ

たに謝らない文化の違い。日本ではとりあ

えず謝る、頭を下げるというのが問題が

起きた時にとる最初の行動で、これによ

り他の人々の印象がよくなります。一方、 

この国の文化では謝罪の言葉や態度は

めったに聞かれません。なぜならこれによ

り自分に不利な方向に進んでしまう危険

があるからです。この国の雇用環境は日

本と違い従業員を解雇することは比較的

簡単で、自分のとった行動がもとで問題

が起きたとなればそれを理由に首になる

かもとの不安があるからです。いやいや、

日系企業ではそのようなことはしないよ

と皆様は思っていても多くの従業員は過

去に他の職場で経験し、見聞きしています

のでこの不安は心の奥深くにいつも潜ん

でいると思います。ですから、こういった 

ケースではまず彼らに過去を振り返るの

は決して責任者と追及するのではないの

で安心して話してほしいといったことを

説明し、納得してもらうことが非常に大切

だと思います。もう一つは、結果重視の米

国型と結果と共に過程をも重視する日本

型との違いです。こちらの人から見れば

理解しづらいことかもしれません。

日本語の「反省」という言葉を英語に置

き換えると「Reflection」という言葉が多く

使われています。しかしながら、この二つ

の言葉には少しニュアンスの違いがある

ように感じます。「Reflection」とは、個人が

日々の業務や現場からいったん離れて自

分の積んだ経験を「振り返る」こととなっ

ており、反省の1．の意味に相通じている

ようですが、この言葉に過去の経験を振

り返り今後に生かしていくと言う未来志

向型のアプローチを表していると見られ、

米国では受け入れやすい言葉だと思い 

ます。アメリカ人に対しては反省ではなく

Reflectionをしようといえば案外理解をし

てくれるかも知れません。では、この辺で。

筆者紹介　岩崎　博 : 

神奈川県出身。Japan Intercultural Consulting（JIC）

社。ミシガン州代表。ミシガン、インディアナ及び 

カナダの日系自動車産業で17年以上勤務の後、 

現職に至る。JICでは日本ビジネスに焦点を当て、

定期的なセミナー、企業内研修等による日本人出

向者への異文化理解、管理能力育成等の各種教育、

外国人社員の教育、人事管理コンサルティング、コー

チング、セクハラ予防教育等を行う国際トレーニン

グとコンサルティングを行っている。

本稿へのご質問・ご感想は以下まで。

Japan Intercultural Consulting（JIC） 
Tel: 517-376-8496
E-mail: hiroshi.iwasaki@japanintercultural.com
www.japanintercultural.com 

異文化の海を泳ぐ 第七回

 "How Can You Reflect?"



新型コロナウイルス。日々増加している

感染確認件数、各地での非常事態宣言

など、テレビもラジオもその話題で持ち

切りとなっており、不安が大きく広がり

つつある。

私自身、日本での状況を毎日ニュースで

確認していたにも関わらず、どちらかと

いうと他人事のように思っていたところ

もあった。それが、まさかミシガンでも

起こり、しかも僅か数日の間にここまで

大きな騒ぎになるとは正直、考えもしな

かった。今や衛生関連だけでなく、食品

の買い占めまで始まり、各スーパーは大

変込み合い、品切れ状態に陥っている。

加えて大学授業のオンライン化、スクー

ルの休校が次々と決断され、並行して在

宅勤務を推奨する企業も増えてきている

ようだ。今はこの不安な気持ちを用心す

る力に変えて、少しでも拡散を防ぐため

の行動を取りつつ、速やかな終息を願う

ばかりだ。 M.M.

編集委員の独り言
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注 :  掲載のイベント情報に関しては、内容が変更される場合がありますので、必ずイベント主催者に確認して下さい。 

また、掲載している内容に関し、いかなるトラブルが生じても、JBSDは一切責任を負いませんので予めご了承下さい。イベント情報 

JBSD会員のみなさまへ

現在、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染はミシガン州においても確認 

され、3月10日にはホイットマー州知事より非常事態宣言が出されました。それに 

伴い、JBSDでもイベント・セミナーの中止・変更が生じることもありえますので、

当会ウェブサイトやEメール配信をオンにして最新の情報を入手してください。

JBSDのイベントに関する問合せは事務局まで: Tel: 248-513-6354  •  E-mail: jbsdmich@jbsd.org 

新型コロナウイルス感染症の情報は刻一刻と変わりますので、下記リンクの情報を 
入手し、自他共に感染を広げないよう健康・安全を第一に行動してください。

連邦政府 / CDC （Centers for Disease Control and Prevention）

ウェブサイト: www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Twitter: twitter.com/CDCgov

州政府 /ミシガン州

報道発表文: www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-521341--,00.html

ウェブサイト: www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71550_5104_97675---,00.html

健康保健省Twitter: twitter.com/michiganhhs

州知事Twitter: twitter.com/GovWhitmer

十年に一度の米国国勢調査に協力してください。

2020年4月１日時点でアメリカに住んでいる方全員が調査参加対象です。 
（※米国国籍に関係なく、居住している者が対象）

毎年6,750億ドルを超える連邦予算の配分が、国勢調査の集計で 得られた情報に基

づいて行われます。この予算は学校、医療施設、高齢者センター、そして公共交通機関を

含む重要なサービスに影響を与えます。

2020年3月中旬より、2020年国勢調査にオンライン、電話、または郵送で回答するよう

お願いするお知らせがアメリカ合衆国内の全ての世帯に送られます。この調査票では少数

の基本的な質問がなされ、多くの言語で入手できます。回答がない世帯には、2020年5月

から7月の間、国勢 調査局員が訪問します。調査局員は調査票の記入のお手伝いをするこ

ともできます。

皆さんの個人情報は機密情報として扱われ、法で保護されています。皆さんの回答は

統計を作成する目的のみに使用されます。皆さんの回答は法を執行するために使用され

たり、政府給付金の資格 判断のために使用されることはありません。

調査へのオンライン回答、および詳しい情報は、以下の米国商務省国勢調査局のウェブ

サイトから。

米国商務省国勢調査局: https://2020census.gov/ja

※  国勢調査では、個人の社会保障番号（SSN）、銀行の口座番号・暗証番号、クレジットカードの情報等を尋ね 

ることはありません。また、寄付を求めることもありません。このため国勢調査と称してこの種の質問を 

受けたり、寄付を求められた場合には、応じることなく拒否してください。また、速やかに各地の国勢調査局

の担当者（下記電 話番号）に報告してください。 

 国勢調査局担当: 800-923-8282 

JBSDマラソン大会について

会員の皆さまに毎年楽しみにしていた
だいているマラソン大会は今後の状
況を考慮した上でウェブサイトにて
詳細を掲載いたします。
JBSDウェブサイト（ jbsd.org ）にて 
ご確認ください。

https://jbsd.org/
https://twitter.com/CDCgov
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-521341--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71550_5104_97675---,00.html
https://twitter.com/michiganhhs
https://twitter.com/GovWhitmer
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http://jbsd.org でもViewsをご覧いただけます。 

当会SNSページもぜひチェックしてください。 

 www.facebook.com/jbsdmichigan

 www.instagram.com/jbsd_michigan

views@jbsd.org （編集部）

皆様からのご意見、ご感想をお待ちしていますので

お気軽にお寄せ下さい。投稿も大歓迎です。

ミシガンでもようやく春を感じるようになってきました。

さて、先月8日（日）にミシガン大学で開催されたMichigan 

Japanese Quiz Bowl（ミシガン州日本語クイズ大会）にお邪魔し

てきました。このイベントはJapanese Teachers Association of 

Michigan（ミシガン日本語教師協会）のご尽力により毎年開催さ

れてきており今年で27回目を迎えました。文化・教育分野での 

活動を通じて、地元コミュニティとの相互理解と友好増大を進め

てきたJBSD基金もグラントを差し上げて、このイベントを支援し

ています。当日の午後から行われたHigh Schoolの決勝戦は、日本

語を学んでいる時間によって、DivisionⅠからDivisionⅤに分かれ、

Ⅴが最も高いレベルになっています。

全てのDivisionを合わせると31チームの学生たちが日本語の

クイズに挑戦しました。

出題は、聞いて理解する力、翻訳する力、日本語を読んで理解す

る力が試されますが、興味を惹かれたのは、先生が読んだ文章の

内容の理解度を競うクイズでした。

特にDivisionⅤのレベルは学生にはかなり難しかったと思いま

すが、解答を聞いていると良く勉強している様子が窺われ感心

しました。また当日の午前中は別の部屋で、Hinoki Foundationに 

よる小学生を対象とした日本語クイズBowlのHinoki Cupが開催

され、40名近い生徒たちが楽しく参加をしていました。JBSD 

基金からはこの活動に対してもグラントを差し上げて支援してい

ますが、日本語教育を熱心に進めていただいている先生方、ボラン

ティアの皆さんに改めてお礼を申し上げると共に、勉強をしている

生徒、学生たちには心からエールを送りたいと思います。

事務局長だより

デトロイトりんご会補習授業校 

講師募集中！

デトロイトりんご会補習授業校では、明るく元気で子供大好き、

やる気溢れる講師を募集しています。

詳細は www.jsd.org/teacherwanted を 
ご覧ください。

※ QRコード読み取り可能な携帯電話で左記コードを 
読み取るとりんご会ウェブサイトへジャンプします。

ノバイメドウ校   25345 Taft Rd., Novi, MI 48375

新型コロナウイルスの影響により、JBSDの4月 

イベントは現時点では開催予定がございません。

イベントの有無に関しましては、当局ウェブサイ

ト（ jbsd.org ）で随時ご確認ください。

今後のJBSD行事予定

https://jbsd.org/

