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4ヶ国語のクラスを持つデトロイト公立学校FLICS

FLICS日本語クラス教師

ニューマン 久
く み こ

美子

 「こんにちは」「你好」「¡ Hola!」「Bonjour」

が飛び交う学校が、私が勤めているフリッ

クス小中学校です。プリスクールから8年

生までの学校です。フリックスはForeign 

Language Immersion and Cultural Studies

の頭文字をとったFLICSからきています。

Detroit Public Schools Community District

（DPSCD）デトロイト公立学校の一校です。

1989年に設立してから4か国語のパーシャ

ルイマージョンとして、ミシガン州では

数少ないユニークな公立小中学校として

確立しています。

4か国語のイマージョンなので、それを

教える教師陣も国際色豊かです。私も含め

4人の日本人教師、中国人教師、スペイン語

を教える教師陣はスペイン、アルゼンチン、

ハイチ、フランス語はアフリカのベニン、

ナイジェリア等々出身国も色とりどりです。

生徒は、中国語、スペイン語、フランス語、

そして日本語のどれか1つを選択して、幼

稚園から8年生まで学びます。現在、日本

語を履修している生徒数は140人ほどで

す。私は中等部で5年生から中学2年生ま

での日本語のクラスを教えています。各

学年18名から21名日本語の生徒がいます。

生徒たちは、月曜日から金曜日まで毎日

90分間、日本語や日本文化を勉強します。

日本語のカリキュラムは、他の言語と

並行して全米外国語教育協会American 

Council on the Teaching of Foreign 

Languages（ACTFL）や、ミシガン州外国語

教育ベンチマークState of Michigan World 

Language Standards and Benchmarksに

沿って計画が立てられています。習得ター

ゲットは、それぞれの学年ごとにあります。

言語習得は4つのコミュニケーション

モード: 読み、書き、聞き取り、そして会話

ができるように授業の計画を立てます。

英語のネイティブスピーカーにとって

日本語を習得するのはむずかしく、スペ

続・2ページ 
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日本語教室

Battle of Languages
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日本祭り

イン語やフランス語などのロマンス言語にくらべ、同じ習得

ターゲットに達するまで4倍以上の時間を要します。しかし、生徒

はひらがなの読み書きを怠りません。もちろん、会話ができるよ

うに生徒を中心とした、コミュニケーション能力を高めるための

アクティビティも多く授業に取り入れています。フリックスを

卒業するまでには日本語を履修した生徒のほとんどが高校の

日本語レベル2まで到達します。フリックスの8年生は年度末に

オンラインのテストを受けて高校の語学単位を2単位まで習得

することができます。

また、フリックスには様々なイベントがあります。年度末には

Battle of Languagesと称した言語対抗のバスケットボール大会が

あります。日本語で応援したり、シャツの色を赤と白に統一したり

皆積極的に取り組みます。年に1度の日本文化祭りや、ここ数年

はCulture Blastと称した4か国語合同の文化祭りがあります。日本

語の生徒はこのイベントのために日本の歌、踊りなどを練習し披露

します。（JBSD基金のグラントを数年前からいただいており、日本

語教材はもちろん、文化イベントのための浴衣、祭りを盛り上げる

ための飾りや日本の国旗等々購入することができ感謝です。）

JBSDをはじめ、ひのきFoundationやその他、デトロイト近郊の

日本語教育を支援してくださる団体や個人とも関係を深くしたい

と常に心掛けています。私の日本語のクラスは地域の皆様にオー

プンですので、授業見学その他ご要望がございましたら、下記

までお知らせください。

お問い合わせ:
ニューマン 久美子  •  E-mail: kumiko.newman@detroitk12.org

執筆者:  ニューマン 久美子

イースタンミシガン大学: 
公立中学高等学校ミシガン州立教員免許（英語・経済学・日本語）

テンプル大学: 教育学修士号取得

経歴 :
92年–06年  聖学院大学、青山学院大学、法政大学、英語の講師
07年–11年 フリックス:小学3年生のクラス担任
11年– 5年生〜8年生の日本語教師 

4ヶ国語のクラスを持つデトロイト公立学校FLICS

島根大学生と

ミシガン州 花火大会2021   

7月

1日（木） 10:00pm Shelby Twp: Shelby Township Independence Day Fireworks

2日（金）
 

10:00pm
10:00pm

Milford: Kensington Metropark Fireworks
Lexington: Lexington Fourth of July Fireworks and Prade

3日（土）
@Dusk

10:00pm
@Dusk

Highland: White Lake Fireworks
Frankenmuth: Frankenmuth Volkslaufe Fireworks 
Jackson: Independence Day Fireworks at The Cascades

4日（日）
@Dusk
@Dusk

10:00pm

Bellevue: Independence Day Celebration
Mackinaw City: Mackinaw City Fourth of July 
St. Clar: St.Clar Fireworks
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ミュージカルは観るより 
参加する方が楽しい！

DENSO Manufacturing Michigan, Inc.

永
ながしま

島  久
ひさ こ

子

バトラー洋子さんよりバトンを受け

取りました。永島久子です。

アーカンソー州からミシガン州バトル

クリーク市に引っ越してきて、はや12年

が経ちました。

特に自慢できるような特技も趣味も

ないので、何を書こうかと考えましたが、

よく観に行く方も多いのではと思うアメ

リカ発祥のエンターテイメントミュージ

カルについて少しお話させてください。

ミシガンに引っ越してきて、素晴らし

いと感じたの事の一つは、色々な文化的

なイベントが身近に沢山あることでした。

コミュニティシアターもその一つで、誰

でも舞台に参加できるチャンスがある

なんて、夢のようだと感じました。

そんな折、知り合いから皆様もよく知っ

ているミュージカル「ヘアスプレー」の

オーディションの話を教えていただき、

私もぜひ参加したいとオーディションに

のぞみました。オーディションでは、その

場で振り付け師が見せる踊りと、何の歌

でもよいですが、8小節歌う事が条件です。

私のこの英語力では役が回ってくるわけ

もないと思いましたが、その他大勢のコー

ラスとダンスとして参加することができ

ました。

アメリカでは、一般的に稽古1日目か

ら本番前まで、4〜6週間でひとつの舞台

を作ります。日本の舞台は顔合わせから

3か月間くらいかけたりするので、アメリ

カの舞台づくりは非常に早く、システマ

ティックですね。

稽古時間は、舞台本番が行われる時間に

合わせた月曜日から金曜日の夕方6時から 

夜の10時まで。各歌、振り付けを練習し、

その後に歌、踊りを含んだ

シーン毎の稽古。そして、

各シーンをつなげた通し

稽古。最後の週は音響や、

特殊効果、照明、装置変換

のためのTECリハーサル。

そして衣装を着けたドレ

スリハーサルで本番を

迎えるという流れです。ブロードウェイ

の舞台は一日の稽古時間が長かったり、

8週間くらいかかったりする場合もあるよ

うですが、基本的には同じような流れで

作られています。

稽古が始まりました。その他大勢の

役と高を括っていたら、なんとかなり多

くのシーンに出演し、歌って踊るではない

ですか！英語の歌詞がなかなか覚えられ 

ない。振り付けが覚えられない。タップダ

ンスまであります。若い役者さん達に置

いて行かれないようにするのには本当に

苦労しました。振り付けを携帯電話で撮

影し、週末はその1週間で学んだステッ

プと歌の復習です。携帯電話というもの

がある時代で本当によかった。家でも

車でも日 「々ヘアスプレー」の曲が流れて

いて、うちの夫もすっかり歌えるように

なってしまいました。一番苦労したタッ

プダンスのステップができるようになっ

たのは本番3日前です。

毎日の稽古は発声練習からはじまり

ます。生のピアノ演奏と一緒にLean on 

Me、続いてJourneyのDon’t Stop Believin’

を100名近くの出演者で大合唱。その迫

力ときたら圧巻です！仕事のストレスも

吹っ飛びました。

しかし仕事をしながらの稽古と本番は

私が想像していた以上に忙しく、6時から

の稽古開始時間までに仕事が終わること

はほとんどなく、稽古が終わった後に会

社に戻って仕事の続きをしていました。

通勤時間の車内、週末に稽古の復習をす

るという日々でした。

でもこの苦労が充実感とうれしさに

変わったのはドレスリハーサルの最終日

です。スタッフの一人が『あなたの表情が

本当に楽しそうで、舞台がどんなに楽しい

ものなのか思い出させてくれたわ』と私に

言ってくれました。その他大勢が輝いた

瞬間でした。

ミュージカルや舞台を観る事は本当に

楽しいです。しかし、舞台に参加すると、

出番を待つドキドキ感、間違えてはいけ

ないというスリル感、加えてお客さんの

拍手と舞台の盛り上がりが一体となった

時の高揚と興奮を体験できます。

コロナ禍で舞台を観に行くことも久し

くなった今日この頃ですが、対面や集会

に関する規制も緩和されてきています

（6月現在）。そろそろ多くのパフォーミン

グアーツも活動を始め、また身近に舞台

の話が聞ける生活がやってくる日もそう

遠くないと感じています。

もしお近くで舞台に参加する機会が

ありましたら、だまされたと思ってぜひ参

加してみてください。次回のリレー随筆は

ミラー・トレイシーさんにバトンをつな

ぎます。トレイシーさんよろしくお願い

します。

277回 リレー随筆
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特別寄稿: 駐在妻生活を振り返って

執筆者  山
やまもと

本  香
か な え

苗

はじめに

主人は、2014年9月から現在もなおミシ

ガン州で駐在生活をしている。私と子ども

達は、2014年12月から2019年3月までの

約4年3か月間、ミシガン州ノバイ市での

生活を経験した。駐在妻としての貴重な

経験と、現在の生活の一部を紹介する。

出国

2014年12月19日「ぼくは、本当はアメ

リカには行きたくないです」。当時、小学 

3年生の長男がクラスメイトに宛てた手

紙の内容だ。不安が多いまま12月21日、

渡米することとなった。広島空港－羽田
空港－成田空港－デトロイト空港。
3人の子ども達と大量の荷物と共に緊張

と不安の長旅だった。デトロイト空港に

は主人が迎えに来た（写真1）。大きな家、

地下や二階を走り回る子供たち、室内で

の大運動会、快適な室内環境に感動と

ほっとした（写真2）。絵に描いたような

アメリカ生活が始まると思った。

現地校始まる

1月初旬から子ども達の学校生活が

始まった。3人の子ども達を教室へ連れ

て行った。Kindergartenの娘「Hello」言

えた。First Gradeの次男「Nice to Meet 

You」言えた。Third Gradeの長男はただ

泣いた。スクールバス、バイランチ、カ

ラフルな教室や遊具、美しい先生、何も

かもが衝撃で、頭の中が大混乱。初日は

帰りのスクールバスの降り場を間違え、

サブ内を3人大泣きで帰宅した。次の日

から、自家用車で送り迎えをすることに

なった。手探りな生活の最中、次男が病気

で倒れ、そのまま帰らぬ人となった。2月

終わりのでき事だ。私たち家族は「どん

底」となった。

現地校では

子ども達はもくもくと学校に通った。

感情のコントロールができずに泣くこと

が多かったと。娘は学校に行けない日も

あり、私はしばしば付き添った。不安定な

家族を、現地の先生方、会社の方々は、そ

れぞれの温かさで支えてくれた。会うた

びにハグしてくださる先生、バーベキュー

やパーティーに誘ってくださる同僚、手

作りのシチューやパンを持ってきてくだ

さるママ友、クラフトやランチのお誘い。

どれも自然で、とても温かい支えとなっ

た。新学期が始まる9月には、子ども達は

スクールバスで通うようになった。先生

方やクラスメイト達は、“It’s OK,”“Good 

Job!,”“Good Girl”と、たくさん声をかけ

てくれた。それは、アメリカにとっては

自然なことかもしれないが、とても励ま

された。何年か経ち、我が子は友達の

背中をさすり「大丈夫だよ」と声をかけ、

クラスメイトに寄り添っていた。彼らは

口をそろえて言うことがある。「最初の2年

間は記憶にない」と。

デトロイトりんご会補習授業校講師

2015年4月補習校が講師募集をしてお

り、私はすぐに応募した。5月から小学部

のクラス担任をすることになった。勤務

は土曜日の週一回だが、平日はその準備

に追われた（写真3）。1クラス20〜25人で

ある。父親の駐在に帯同してきた子10〜

13人、アメリカで生まれ育った日本人4、

5人、ハーフの子3、4人がおよその構成だ。

日本語が第一言語の児童にとっては、日

本語で話せる場だ。時には元気が有り余

る児童もいた。しかし、どの児童にも共

通していたことは、「勤勉」なことだった。

子ども達は経験豊富で、現地校のこと、家

族旅行のこと、祖父母のこと、子ども達と

の会話の内容は私の興味をかりたてた。

あるハーフの男子児童は、いつも興味深

かった。「僕は国籍が3つ、イギリスと日
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5. 『走るそうざい屋みよちゃん』のお惣菜

6.ありがとう、アメリカ！4. 息子の野球チーム

本とアメリカ。20歳になったら1つ選ぶ

よ」と。また「お父さんの誕生日は3月11

日（東日本大震災の日）」「お父さんは、震

災についてみんなが考える日となり、誕

生日を誇りに思っている」と。なんて素敵

な考え方！色々な経験をしている子ども

達に出会えたこと、とても刺激的だった。

アメリカの大らかさと個性を大事にする

文化が、子ども達に自信を持たせている

と感じた。

帰国

息子と娘に日本の学校も体験してほ

しく、2019年3月に母子で帰国すること

を決めた。息子は中学2年生、娘は小学

4年生の春だ。帰国すると日本では、公園

など子どもだけで走り回っていた。「安全

だ！！」と安堵し、肩の荷が下りた。犯罪

に対して緊張感から解放された。

日本の学校

息子は中学校初日、とても緊張してい

たが、学校で「おかえり」とたくさんの

友達が声をかけてくれたと。次の日から

積極的に活動した。2年後の卒業式では、

ほとんどの先生や生徒が泣いていた。温

かい学校に感謝である。受験をし、現在は

高校1年生となった。英語に自信と興味を 

持って、学校にいる外国人の英語の先生

に積極的に話しかけているようだ。「アメ

リカに行きたくない」と言っていた息子

は、今では「英語を使う仕事がしたい」

「またアメリカに行って野球がしたい」

「ミシガンに行きたい」と、よく言う。特に、

アメリカで所属していた野球チームの

雰囲気が忘れられない（写真4）。

娘は「誰も知らない」と緊張感もなく小

学校をスタート。日本の学校は初めてだ。

「みんな言葉遣いが悪い！」「給食おいし

い」「友達と勝手に約束して遊んでいいん

じゃ〜！」と。今は、バスケットボールの

チームに所属している。学校から帰宅す

ると、公園で走り回る一因である。6年生

になった。英語で歌える歌手か英語の

先生なりたいそうだ。

私の仕事

帰国する1年前（2018年7月）、私たち

の住む町は災害に見舞われた。この町の

ある家は土砂で埋まり、母子3人が亡く

なったと聞いた。スーパーには商品がな

くなり、道路は崩れ落ち、半分陸の孤島と

なったと。義理の母は、交通手段が絶たれ

た人たちに、おいしい惣菜を届けたいと、

その思いを実現させてみることになった。

現在、義母と二人で週3回、小さなお惣菜

屋を営業している（写真5）。『走るそうざい

屋みよちゃん』だ。

私はこの4月から、中高等学校の非常

勤講師を勤めている。週2回の勤務とバ

スケットボール部の指導だ。以前に勤務

していた職場である。アメリカで経験し

た「優しさ」「個性尊重」「何事も楽しく」

を取り入れていきたい。

最後に

今回、このような投稿の機会をいただ

き、ミシガンでの駐在妻生活を振り返る

ことできた。現地校、病院、会社、補習校

の皆様にはいつも助けていただいた。ま

た、家族が一緒にいて頑張れた。このよう

な機会をつくってくれた主人にも感謝し

ている。

現在、私たち家族は、アメリカ生活での

貴重な経験、かかわったすべての人達に

感謝の思いでいっぱいだ（写真6）。

執筆者:  山本 香苗

広島県広島市生まれ

14年12月–19年3月ミシガン州在住
21年現在息子と娘と広島市在住
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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

日本への入国をご予定の方へ
※  以下の情報は、6月14日時点の状況に基づくものです。最新の情報については、必ず当館ホームページ 

（ www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ）や各州ホームページ等でご確認ください。

日本への入国時は、出国前72時間以内に検査を受け取得した陰性証明の提出が求められ、到着空港でも改めて検査を受ける必要

があります。このほかにも、入国後2週間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォローアップ等、入国後の

様々な防疫措置を遵守する旨の誓約書を提出することが求められます。日本への入国をご予定の方は必ず以下の資料をご確認ください。

また、ミシガン州から入国される方は、5月1日からミシガン州が変異株流行地域に指定されたことを受けて、入国から3日間は

指定の施設において待機することが求められます。

厚生労働省からの案内

【重要情報】海外から日本へ来られる方すべての方へ

• 「出国前72時間以内の検査証明書」の提示（※下記当館資料も併せてご参照ください）

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

• 誓約書の提出

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

• スマートフォンの携行・必要なアプリの登録

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

• 質問票の提出

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

• Q＆A（帰国後の検疫について）

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

• 新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

当館からの案内

• 「出国前72時間以内の検査証明書」に対応する当地医療機関

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00142.html

• 2021年4月28日付け当館領事メール（変異株流行地域へのミシガン州の追加指定）

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100183460.pdf

• 2021年4月16日付け当館領事メール（日本入国時の検査証明確認の厳格化）

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100177630.pdf

• 2021年3月12日付け当館領事メール（出国前検査証明の要件緩和）

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100159325.pdf

外務省からの案内

•  新型コロナウイルス感染症に関する米国（ミシガン州他）、インド及びペルーに対する新たな水際対策措置 

（2021年4月28日付け広域情報）

 www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C070.html

• 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（2021年1月13日付け広域情報）

 www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html

• 検査証明書の確認について（本邦渡航予定者用Q&A）

 www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf
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当館ホームページ及び領事メール登録のご案内

当館ホームページでは、ミシガン州及びオハイオ州の感染者数の推移を始め、当地における新型コロナウイルスに関する

最新情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

総領事館ホームページ  www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

また、在留邦人の皆様に有益と思われる情報や各種のお知らせをEメールで速やかにお送りする領事メールを、当館の

在留届、メールマガジン又はたびレジに登録されたメールアドレスに送信しています。領事メールでは、新型コロナウイル

ス感染症に関する日本及び米国における新たな措置等の最新情報や、州政府等による夜間の外出禁止制限等、また、各地で

の抗議活動に関する情報等をお送りしています。

当館からの領事メールの登録を希望される方は、以下のリンクから登録を行ってください。帰任に伴う領事メールの配信

停止には、帰国届の提出、メルマガ登録やたびレジ登録の解除が別途必要となります。

在留届、帰国届の提出  www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

メールマガジン登録  www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/emagazine.html

たびレジ登録  www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register

ミシガン州関連リンク

www.michigan.gov/coronavirus

www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-533660--,00.html

ミシガン州保健局による集まり・マスク着用命令について

6月1日、ミシガン州保健局による集まり・マスク着用に関する命令（2021 

Gathering and Face Mask Order）は、以下のとおり緩和されました。

マスク着用に関する緩和措置

•  ワクチン接種完了者は、屋内・屋外を問わず、公共の場所でのマスク着用不要。

•  ワクチン接種未完了者及びワクチン接種のできない2歳以上12歳未満の子供

は屋内でのマスク着用が必要。（2歳未満はマスク着用不要）

•  各施設等が独自のルールを定めている場合は、ワクチン接種完了の有無に

かかわらず、各施設等のルールに従う。

集まりに関する緩和措置

•  住居屋内・屋外での人数制限解除。

•  住居以外の屋外での人数制限解除。

•  （飲食店を含む）屋内施設の収容率50％へ引き上げ。

当館へお越しいただく際にご留意いた

だきたい事項（予約制、入口での検温等）

について

現在、新型コロナウイルス対応として、

在留邦人の皆様が領事窓口を安全にご利

用頂けるよう、待合室での密集・密接を避

けるための措置として、当館領事窓口は予

約制となっています。来館に当たっては、

事前に電話等にて来館時間を予約ください

ますようお願いいたします。

Tel: 313-567-0120（代表）

また、当館が入居するルネッサンスセン

タービルに入構する際、入口で健康状態等に

関する質問及び体温測定が行われます。体温

が高い場合等、入構が認められないことが

ありますので、体調がすぐれない場合は体調が

回復してからお越しいただきますようお願

いいたします。また、入構に際してはマスクの

着用が必要です。

詳細は、当館HPをご確認ください。
www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_
ja/index.html

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

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-533660--,00.html
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


 乳幼児親子教室（りんご教室）講師募集のお知らせ
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JBSDイベント報告

商工部会・Dickinson Wright PLLC共催

ビジネスウェビナー

去る5月7日、JBSD商工部会はDickinson 

Wright PLLCのご協力を得て最新のOSHA

ガイドライン、COVID-19と労務関連の

問題に関するビジネスウェビナーを共催

致しました。

同法律事務所のDavid R. Deromedi弁

護士、原田真紀子弁護士（ミシガン州・

日本国）のお二人を講師にお迎えし、ミシ

ガン州における最新のOSHAガイダンス、 

Michigan Department of Health and Human 

Services（ミシガン州保健社会福祉局）命令、

COVID休暇やCOVID関連責任に関する

法律などミシガン州特有のCOVIDに関

する雇用者の責任について講演をして

いただきました。加えて、新たに制定さ

れたアメリカ・レスキュー・プラン法の

影響についても最新情報をご提供いた

だきました。

講演はDeromedi弁護士の英語、原田

弁護士の日本語による丁寧な解説に続く

質疑応答を含めて約一時間半に亘って

行われました。具体的な講演項目は右記

の通りです。

MIOSHA Emergency Rules
ミシガン州労働安全衛生局の緊急規則

1.  Develop and Implement a Written COVID-
19 Preparedness and Response Plan. 
COVID-19対応対策プランを書面で策
定する義務

2.  Implement Basic Infection Prevention 
Measures / 基本の感染予防策の実施義務

3.  Health Surveillance / 健康スクリーニング
4.  Workplace Controls for All Employers /  
職場における従業員の管理・監視

5.  Training Requirements / 従業員の教育義務
6.  Manufacturing Facilities Must: /  
生産拠点において

Michigan Department of Health and 
Human Services （“MDHHS”） Orders
ミシガン州保健社会福祉局命令

How The Michigan Agencies are 
Enforcing Orders
ミシガン州当局はこれらのルールを 
どう執行してきたか

1.  Enforcement of Orders 行政命令等の執行
2.  Vacc to Normal 平常化への道

Michigan COVID Leave and Liability Laws
ミシガン州のCOVID休暇、COVID関連 
責任に関する法律

1.  Michigan COVID-19 Response and 
Reopening Liability Assurance Act /  

ミシガン州COVID-19再開に関する 
責任関連法

2.  Michigan COVID-19 Employee Leave 
Protection / ミシガン州COVID-19に 
よる休暇のルール

3.  Vaccination / ワクチン接種

How the New America Rescue Plan 
Affects Employers
 新アメリカ救済プランが雇用主に与える影響
1.  ARPA COVID-19 Response and 

Reopening Liability Assurance Act /  
COVID対応・再開責任関連法（ARPA）

本ウェビナーに関するお問い合わせ先:

Dickinson Wright PLLC 

David R. Deromedi

U.S. Employment Law Attorney

Email: dderomedi@dickinsonwright.com

Tel: 313-223-3048

原田 真紀子（Makiko Harada）

Attorney （Michigan, Japan）

Director of Japanese Business Development

Tel: 248-433-7249

Email: mharada@dickinsonwright.com

保育士・幼稚園教諭・音楽指導者・保健師・心理療養士などの 

経験のある方を探しています。

勤務場所 : Novi Meadows Elementary School内 デトロイト補習授業校（Novi市）

勤 務 日:  月1回〜3回の木・金曜または土曜日（ご相談次第）

 および定例会月1回水曜日

勤務内容 :  0〜5歳児の親子を対象とした、保育活動・音楽活動・保護者の相談時間。

1クラス講師2名がチームとなって運営し、1クラス当たり3時間半勤務です。

 ※ グリーンカード、就労ビザをお持ちの方歓迎です。 

 ※ Lビザ・Eビザをお持ちの方は、労働許可書取得のお手伝いをいたします。

問合わせ : 乳幼児親子教室（りんご教室）

 HP: www.jsd.org   •   Email: Oyako@jsd.org 

 （火・水 : 10:00am–3:00pm・木 : 12:00pm – 2:00pm）

詳細は、デトロイトりんご会補習授業校ホームページ（ www.jsd.org ）から『乳幼児親子教室』を

ご参照ください。※ 初期画面の下段の方に『乳幼児親子教室』があります。

Ensemble Hanabi コンサート
歌とマリンバ、和太鼓の演奏

日　時 : 8月28日（土）9:00am＆10:00am
場　所 : Farmington Farmers Market
曲　目 :  「Wonderful Day like Today」 

「Super Mario」「おぼろ月夜」他
詳　細 : www.ensemblehanabi.org
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JBSDイベント報告

商工部会・Abeam Consulting USA共催

ビジネスウェビナー

去る5月13日JBSD商工部会はAbeam 

Consulting USAのご協力を得て、「アフ

ター・コロナ時代に起こりつつある自動

車・モビリティ業界の変革とは」のウェ

ビナーを共催しました。

講師にはABeam Consulting Ltd.の執行

役員 プリンシパル、自動車・製造ビジネ

スユニット長である古川俊太郎氏を日本

からオンラインライブでお迎えし、世界

的な新型コロナウイルスの流行によって

もたらされている行動変化がモビリティ

サービスに突きつける変革の要請と、今

後モビリティ関連事業者が勝ち抜くため

にケーススタディを踏まえたWith/After

コロナの世界に適応するための処方箋に

ついて講演をいただきました。個別の講演

項目は右記の通りです。

イントロダクション

•  人類の歴史は、「移動の進化」の歴史
•  いま求められる「移動の進化」のパラダイムシフト
•  2020年代に求められる「移動の進化」の方向性

COVID-19がモビリティサービスに与える影響
•  COVID-19が自動車産業に与えた影響
•  欧米とは異なる日本におけるモビリティへの影響を考える必要
•  日本における行動様式変化
•  パーソナルな移動手段を志向、手段は多様化
•  移動・移動先自体に意味がなければ、目的物が移動することを選択
•  日常生活は近場で。外部環境に応じて移動量をコントロール   
•  規制により移動が制限。多様な移動手段を許容する世界へ
•  行動様式変化がもたらすモビリティサービスへの要請
•  With/Afterアフタコロナで勝ち残るポイント
•  AIによる需要予測
•  オペレーションのデジタル化

ケーススタディ“カンボジアにおける社会問題解決型デジタルモビリティサービスの取り組み”

•  カンボジアにおける取り組み
•  プノンペン都における社会課題とモビリティサービス
•  プノンペン都におけるオンデマンドバスサービスの企画
•  オペレーションのデジタル化 –アプローチ–
•  需要予測
•  オペレーションのデジタル化–効率性 -
•  最適な車両数の計算
•  柔軟なモビリティサービスの実現

新しいモビリティサービスの実現へ

•  ユーザー起点の社会課題解決型のモビリティサービスへ
•  End to EndでモビリティサービスのDX化を支援
•  最新プレスリリース

2021 Detroit Tigers

ホームゲームスケジュール

デトロイトコメリカパーク

www.mlb.com/tigers
7月
対White Sox  2日（金）– 4日（日）
対Twins 16日（金）– 18日（日）
対Rangers 19日（月）– 22日（木）
対Orioles 29日（金）– 1日（日）
8月
対Red Sox  3日（火）– 5日（木）
対 Indians 13日（金）– 15日（日）
対Angels 17日（火）– 19日（木）
対Blue Jays 27日（金）– 29日（日）
対Athletics 31日（火）– 2日（木）

イベント情報 注 :  掲載イベントは、内容が変更される場合があります。必ずイベント主催者にご確認ください。 

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は一切の責任を負いかねますこと、ご了承ください。

2014年に赴任して7年、過去9回編集委員の独り言を寄稿しており、今回が記念すべき

10回目ですが、これが最後となります。その約半分でテニスの話題を取り上げまし

たが、今回も全仏オープンが開催されており、テニスで締めたいと思います。まず、

男子は2セットダウンからの大逆転でジョコビッチ選手が2回目の優勝を果たしま

した。準決勝ではクレーキングのナダル選手を倒しており、価値ある優勝です。一方、

女子は波乱の連続でノーシードのクレイチコバ選手が優勝、ダブルスも制し2冠と

なりました。日本選手では大坂選手が大会前に記者会見を欠席すると発表、大きな

ニュースとなりました。1回戦は勝ったものの、SNSで色々取りざたされ棄権を決め

た後、メンタルに問題があるとわかりました。早く良くなって復帰して欲しいものです。

また、錦織選手は順調に勝ち上がるものの、4回戦で天敵ズべレフにまたも完敗、引退

の文字がちらつきます。ミシガンでは夏はアウトドア、冬はインドアで1年中テニスが

楽しめ、充実したテニスライフをおくることができました。日本に戻っても健康のため

テニスは続けるつもりです。長い間お世話になりました。 Y.T.

編集委員の独り言

本ウェビナーに関するお問い合わせ先:

原田　顕 （Harada Ken）

Tel: 847-997-7240

Email: keharada@abeam.com



Japan Business Society of Detroit
42400 Grand River Ave. 
Suite 202, Novi, MI 48375

今月のトピック

•  4ヶ国語のクラスを持つ 

デトロイト公立学校FLICS ..............................  1

• リレー随筆:  

 ミュージカルは観るより参加する方が楽しい！  ...  3

• 特別寄稿 : 駐在妻生活を振り返って ...............  4–5

https://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。

全米のコロナ感染状況は落ち着きつつあるようですが、ミシ

ガンも州政府の公開情報では16歳以上の人口のうち少なくとも

一回ワクチン接種を受けた方が60%を超え、新規感染確認数の大

幅な低下が見られます。明らかなワクチン効果が確認されてきた

中で、7月1日から予定していたレストランほか屋内の人数制限も

前倒して6月22日に廃止されました。また現地校は既に夏休みに

入っていますが、9月のBack to Schoolに向けてこれから12歳 

以上の生徒たちの接種も進むにつれて更なる状況の改善が期待

できるのではないかと思います。

JBSDもイベント環境が改善してきたことを受けて、各部会に

おいて前向きにイベントの再開をご検討いただいておりますが、

今月の11日にはスポーツ部会主催でゴルフ大会が実施されます。

また他の部会、委員会でも状況を見ながら8月以降もできるだけ

イベントを実施していく予定です。今年も多くの人が待ちかねて

いた季節が巡ってきました。州の各種規制が廃止されたことに

よる油断は禁物ですが、一日も早く以前の生活が戻ってくることを

祈りたいと思います。

事務局長だよりJBSD行事予定

詳細についてはJBSD事務局ウェブサイト（ jbsd.org ）をご確認ください

7月

スポーツ部会主催

JBSDゴルフ大会
日　時 : 7月11日（日）
 8:00am–5:00pm
場　所: Farmington Hills Golf Club

8月

青年委員会主催

トラバースシティーバスツアー
日　時 : 8月1日（日）
 5:45am集合 ・ 6:00am出発
集合場所 : JBSD事務所裏駐車場

JBSD基金主催

ファンドレイジングゴルフ大会
日　時 : 8月26日（木）
 9:00am受付 ・ 11:00amTee off
場　所: Indianwood Golf & Country Club

9月

スポーツ部会主催

JBSD親善ソフトボール大会
日　時 : 9月12日・9月19日（日）
 26日（日）予備日
場　所: City of Novi Recreation Park

10月

スポーツ部会主催

JBSDマラソン大会
日　時 : 10月10日（日）
場　所: Kensington Metropark


