
平成２５年

５月６日（月）

第１号
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早川 政宏

三石中学校の２年生・３年生の皆さん、お元気ですか。１年生の皆さん、はじめまして。

中杉知明校長先生をはじめ教職員の皆さん、卒業生の皆さん、保護者の皆様、地域の皆様、

お久しぶりです。ご無沙汰しております。この４月からアメリカ合衆国のニュージャージ

ー日本人学校で勤務しています、早川政宏（はやかわまさひろ）です。今日は平成２５年

５月６日（月）です。１か月前の４月６日（土）に成田空港からＪＦＫ空港に到着しまし

た。渡米から「あっ。」と言う間に１か月間が過ぎ去りました。こちらで居を構え生活す

ることは、日本で考えていた以上に、【エキサイティング】です。

英語は難しいです。（学生時代にあれだけ勉強したのに…。自分の思いを英語で伝えるこ

とは本当に難しいです。今は身振り手振りで何とかコミュニケーションをとっています。）

ニュージャージー日本人学校の勤務は２年間～３年間の予定です。この通信を通して、ニ

ュージャージーで、『見たこと』、『感じたこと』、『考えたこと』、等を定期的にお伝えし

たいと思います。よろしくお願いします。早川 政宏



平成２５年５月１３日（月）第２号 ＮＪ日本人学校 早川 政宏

こんにちは、早川です。皆さんはニュージャージー州を知っ

ていますか？ 昨年、ニュージャージー日本人学校への派遣が

決まり、私の頭に浮かんだのは、【ジョン・ボン・ジョヴィの出身地】、【カウボーイ】の

２つでした。ジョン・ボン・ジョヴィとは人気ロックバンド『BonJovi』のボーカリスト
で、私が洋楽に興味をもつ契機となったバンドです。『NewJersey』というアルバムもあり
ます。（高校時代にはテープが擦り切れる程、何度も聞きました。全世界で１８００万枚

の大ヒットです。ぜひ聞いてみてください。）ニュージャージー日本人学校は、ニュージ

ャージー州バーゲン郡オークランド市にあります。赴任前に、ウィキペディア等で調べて

みると、ニュージャージー州のニックネームは『GardenState』でした。こちらで実際に生
活してみると、非常に治安が良く生活しやすい素晴らしいところです。三石と同じように、

街全体に緑が広がっており、自然豊かです。私は勤務校から、自動車で２０分程度の距離

にあるリッジウッド市（Ridgewood）という地区に住んでいます。先日、出勤のために自
宅の玄関を出たところ、鹿（４匹ぐらい）が庭を駆け抜けていきました。野ウサギやリス

が庭に姿を現すことがあります。２歳になる娘は大喜びでした。



平成２５年５月２０日（月）第３号 ＮＪ日本人学校 早川 政宏

本年度、ニュージャージー日本人学校は、初等部４０名、中等部２０名、全校生徒数６

０名でスタートしました。９年間の小・中一貫教育を行っており、私（早川）は７年生の

担任をしています。中等部（７年生～９年生）の数学の授業、担任する７年生の道徳、学

活、総合学習、そして、２年生（初等部）の算数を担当しています。特に、初等部２年生

の算数の授業からは学ぶことが多く、非常に勉強になっています。学校生活の様子はホー

ムページで見ることができます。検索エンジンで【ニュージャージー日本人学校】と入力

すれば、上位でヒットすると思います。よろしければご覧ください。



平成２５年５月２７日（月）第４号 ＮＪ日本人学校 早川 政宏

『日本の常識は世界の非常識？』、『井の中の蛙大海を知らず？』。こちらに来て、驚い

た（SURPRISE）ことがたくさんあります。文化や習慣、ライフスタイルなど、日本と大
きく異なるところがたくさんあります。今回は交通についてお伝えします。

日本では考えられない交通ルールです。これには驚きました。

交差点に近づき、赤信号の為、一旦停止をします。安全が確認で

きれば、アメリカ（ニュージャージー州）では、右折することが

できるのです。不慣れなため、右折可能であることを忘れ、交差

点で停止していると、後ろの車からクラクションを鳴らされこと

が何度もあります。赤信号で右折することに対して、未だに罪悪

感があります。ただし、写真のように、『NO TURN ON RED』の
標識のある交差点では右折禁止です。『NO TURN ON RED』の標
識があっても、曜日や時間帯によっては、右折可能である交差点

も多いので、交通標識から目が離せません。

日本（岡山県）と異なり、高速道路が非常

に整備されています。通行料金も無料です。

（有料の高速道路もあります。例えば、ニュ

ージャージー州とニューヨーク州を繋ぐ高速

道路は、ＮＪからＮＹへ渡るには５ドルが必

要で、ＮＹからＮＪへ渡るには 1.5 ドルが必
要です。つまり、往復の高速道路代が異なっ

ていたりします。同じ距離を利用するにもか

かわらず…。不思議です。）私も毎日の通勤

には【ルート１７号】と言う高速道路を利用

しています。信号機も無く、自転車や歩行者

も居ないため、スムーズで安全な通勤を行う

ことができています。

ご意見・ご感想

メールで意見交換ができる便利な世の中になりました。ＮＪ通信のご意見・ご感想な

どをお知らせください。メールアドレスは【kangaeyotaeyookonaeyo@gmail.com】です。
三石中学校の校訓です。Ｇメールですので、携帯電話からでも送信できると思います。

よろしくお願いいたします。 早川 政宏



平成２５年６月３日（月）第５号 ＮＪ日本人学校 早川 政宏

『日本の常識は世界の非常識？』、『井の中の蛙大海を知らず？』。こちらに来て、驚い

た（SURPRISE）ことがたくさんあります。今回は前回に引き続き、交通編パート２です。

ニュージャージー日本人学校への派遣が決まり、国内で国際運転免許証（以下、国際免

許）を取得しました。岡山市御津にある運転免許センターで取得しました。手続きは簡単

で、特に試験のようなものはなく、パスポートや渡米を証明する書類を提出すればＯＫで

した。しかし、国際免許の期限は１年間です。しかも、ニュージャージー州の決まりでは、

「住居決定後、６０日以内にニュージャージー州の運転免許証を取得しなければいけな

い。」となっています。国際免許と日本の運転免許証をもっているので、路上試験は免除

されます。しかし、筆記試験にパスする必要があります。（基本的な交通法規は日本と同

じですが、細かい数値などが異なります。）筆記試験と言っても、コンピュータのタッチ

パネルを操作し、５０問中４０問の正解で合格するシステムです。もちろん、言語は日本

語を選ぶことができます。（その日本語が少し変だったりするので、英語の画面に切り替

えたりしながら試験を進めました。やはり、英語の大切さを痛感しました。）私は昨年度、

３年生の担任でした。生徒達には受験に向けて家庭学習をしっかりとがんばるように言い

続けました。今回の運転免許証の取得に際し、受験生になったつもりで勉強しました。帰

宅した後、食事を取り、娘を風呂に入れ、それから受験勉強をがんばりました。生徒達に

言ったことを、自分に言い聞かせながら…。眠

気と戦いながらがんばりました。見事に一

発合格することができました。本当に嬉

しかったです。アメリカでは、運転免許証がフ

ォトＩＤとしての役割をしています。これで、

大切なパスポートを持ち歩く必要がなくなりま

した。三石中学校３年生のみなさん、少し気が

早いですが、受験勉強をしっかりとがんばって

ください。『努力は人を裏切らない』です。

ご意見・ご感想

ＮＪ通信のご意見・ご感想などをお知らせください。

メールアドレスは【kangaeyotaeyookonaeyo@gmail.com】です

三石中学校の校訓です。

よろしくお願いいたします。 早川 政宏



平成２５年６月１０日（月）第６号 ＮＪ日本人学校 早川 政宏

『日本の常識は世界の非常識？』、『井の中の蛙大海を知らず？』。こちらに来て、驚い

た（SURPRISE）ことがたくさんあります。文化や習慣、ライフスタイルなど、日本と大
きく異なるところがたくさんあります。今回はショッピングについてお伝えします。

「食文化」という言葉があります。食は大切な「文化」だと思います。こちらにきて約

２か月。食事に関しては何の問題もありません。非常に美味しいです。（日本も【食の欧

米化】が進んでいるからでしょうか？）特に、お肉やピザは、安くて美味しいです。しか

し、時々日本食（日本で食べていたもの）が欲しくな

ることがあります。こちらにも日系のスーパーマーケ

ットが数店舗あります。その中の１つが『ミツワ』で

す。（右の写真です。）ニュージャージーとニューヨー

クを隔てるハドソン川に面したところに店舗はありま

す。ここには、フードコートもあり、蕎麦やうどん、

ラーメン等も食べることができます。驚いたことに、

岡山県に本店のある『宗家・源吉兆庵』も入っていま

す。和菓子も買うことができます。食料品の品揃えも

豊富で、欲しい日

本の食料（食材）

の多くを買うこと

ができます。しか

し、高価 な

んです。左の写真

をご覧ください。

お馴染みのチャル

メラ（５食入り）です。日本では、300 円～ 400 円の
間で購入できるでしょうか？こちらでは、約８ドルで

す。約 800 円です。日本の食べ物はアメリカでは２倍
の価格設定です。納豆も３パックで約 200 円、豆腐も
約 200 円です。我が家の朝食には、必ず納豆が食卓に
並んでいました。安くて健康にも良いです。しかし、

渡米後、納豆は高級食料品となり、我が家の食卓から

は姿を消しました。納豆が恋しい･･･。

ご意見・ご感想などをお知らせください。

メールアドレスは【kangaeyotaeyookonaeyo@gmail.com】です。三石中学校の校訓です。
よろしくお願いいたします。 早川 政宏



平成２５年６月１７日（月）第７号 早川 政宏

日本にとって、米国は一番身近な国ではないでしょうか？ 音楽、映画、ファッション、

旅行などで、米国を意識することも多いと思います。西海岸にはディズニーランドやハリ

ウッドがありますし、東海岸には国連本部やブロードウェイがあります。こちらの言語で

ある英語においては、日本の中学生は授業で学習しています。私も新婚旅行でハワイ（ア

メリカ）に滞在したことはありますが、旅行と居住では思っていた以上に日米の文化の違

いを感じます。（当たり前ですが･･･。）

○○ストリート、△△アベニ

ューなど、１つ１つの道にきち

んと名前がついており、自動車

のナビゲーションシステムに入

力すれば、間違いなく到着しま

す。私の自宅の前の小さい道に

も名前がついています。ジェフ

ァーソンストリートといいます。

白い腕時計を身につけ、毎朝走っています。チャン

スがあれば、『ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ駅伝大会』に出場したいと

思っています。（こちらに駅伝大会があるかどうかは

不明ですが･･･。）ある朝、ランニングをしていました。

１台の自動車が、ランニングコース沿いにある住宅の

玄関先に、ビニール袋に包まれた【謎の物体】を、車

内からポンポンと投げ捨てていました。自動車からは

降りません。車内から投げ捨てています。私は思わず、

「ポイ捨て禁止」と日本語で厳しく注意しようとしま

した。【謎の物体】をよく見てみると、新聞（朝刊）

でした。玄関先にはポストがあるにも関わらず、ポス

トには入れません。なんとも、アメリカンな感じです。

日本で同じことをしたら、大変なことになるでしょう。

これも文化の違いでしょうか？！

ご意見・ご感想などをお聞かせください。必ずご連絡します。

アドレスは【kangaeyotaeyookonaeyo@gmail.com】です。よろしくお願いいたします。
おぼえ方は【考えよ 耐えよ 行えよ】です。 早川 政宏



平成２５年６月２４日（月）第８号 ＮＪ日本人学校 早川 政宏

アメリカ合衆国の国旗は、一般に星条旗と呼ばれる。正
式名は合衆国旗。白線と赤線の組み合わせの１３本の横
縞（赤７本と白６本、最初と最後は必ず赤）、四角に区切
った左上部（カントン）は青地に５０の白い星が配置さ
れている。赤は勇気、白は真実、青は正義を表す。また
縞模様は独立当時の１３の入植地を表し、星は現在の州
を表している。デザインは２７回更新された。

【引用：Wikipediaより抜粋】

縞模様の独立当時の１３の入植地は、『Delaware』、『Pennsylvania』、『New Jersey』、
『Georgia』、『Connecticut』、『Massachusetts』、『Maryland』、『South Carolina』、
『New Hampshire』、『Virginia』、『New York』、『North Carolina』、『Rhode Island』です。私
の住んでいる、『New Jersey』も１３のうちの１つであることを最近知りました。これが
理由なのか、どうかは、分かりませんが、ニュージャージー州では、いろいろなところで
星条旗を目にします。平日から（祝祭日でもないのに）、玄関先や電柱、お店等で掲揚さ
れています。

ご意見・ご感想などをお聞かせください。必ずご連絡します。
アドレスは【kangaeyotaeyookonaeyo@gmail.com】です。よろしくお願いいたします。
おぼえ方は【考えよ 耐えよ 行えよ】です。 早川 政宏



平成２５年７月１日（月）第９号 ＮＪ日本人学校 早川 政宏

バーゲン郡はアメリカ合衆国で唯一現在もブルー・ロー (Blue law)を遵守してい
る自治体である。ブルー・ローは日曜日を礼拝と安息の日に定めることによって道徳

意識を高めるという目的で作られた法律である。

バーゲン郡では日曜に食料品と生活最低必需品しか売ることができない。皮肉なこ

とに、バーゲン郡にはニューヨーク周辺で最も人気のあるショッピング・スポットが

数多く点在しているが、日曜にはすべて閉店している。更に皮肉なのは、バーゲン郡

のブルー・ローは酒屋の営業を認めていることである。全米 20 位に入る巨大なショ
ッピングモールをはじめ 4つのモールを抱えるパラマスは、小売販売の売り上げが年
間 50 億ドルを超え全米一であるが、日曜出勤も含めた「世俗的な仕事」をすべて禁
止しており、郡内の他の地域よりも更に厳しいブルー・ローを課している。

また、国勢調査によると 2000年度の人口は 88万 4118人で、全体の約 9.5%ものユ
ダヤ教徒（約 8 万 3700 人）が住んでおり、イスラム教徒は 1%未満だが約 6473 人い
る。これらの教徒は、キリスト教徒のほとんどと異なり、日曜日を安息日としていな

い。正統派のユダヤ教徒は、信仰のため土曜日、ブルー・ローのため日曜日、の両日

とも買い物をすることができない。

しかし、何度も法律を改定しようとするも、住民投票で反対されてしまう。宗教的

な理由ではなく、店舗の営業日や営業時間がますます伸びることを嫌って、あるいは

他の日は交通渋滞が大変に酷いため日曜日に激減する交通量を歓迎して、という理由

が多い。実際、ブルー・ロー維持の最大目的はバーゲン郡住民が平和で静かな一日を

過ごすためといわれている。特にバーゲン郡における最大級モールが集中し、土曜日

には大渋滞を起こす国道 4 号線と国道 17 号線が通っているパラマスの住民は閑静な
日曜を望む気持ちが非常に高い。

【引用：Wikipediaより抜粋】

読んでいただき、ありがとうございました。ニュージャージー日本人学校や私の自宅の

ある『バーゲン郡』は、郡法として、ブルー・ロー（Blue law）を遵守しています。簡単
に言うと、日曜日はお店が閉まっています。上記にもありますが、生活最低必需品を売る

お店は開いています。衣料品店、スポーツ用品店、電化製品店、ホームセンター等は閉ま

っています。土曜日のお店は買い物客でいっぱいです。高速道路も大渋滞になります。

日本にも生活最低必需品（食料品）と電化製品を販売しているお店はあります。ジャス

コやイズミ、ビッグなどでは食料品も電化製品も買うことができます。以前、ＮＪ通信で

紹介した日系スーパー『ミツワ』もそうです。右の写真をご覧ください。

ご意見・ご感想などをお聞かせください。必ずご連絡します。

アドレスは【kangaeyotaeyookonaeyo@gmail.com】です。よろしくお願いいたします。



平成２５年７月８日（月）第１０号 ＮＪ日本人学校 早川 政宏

キューバ、ジャマイカなどが並ぶ大アンティル諸島の最東端に位置。北は大西洋、南はカリブ海に面し、山あり

川あり湖あり、ヤシの木が並ぶビーチありと、変化に富んだ美しさを見せる。110 年ほど前までスペインの植民

地だったが今はアメリカ自治領。首都サン・ファンのメトロポリタン地区には超近代的なリゾートホテルが並び、

アメリカのリゾート地らしいにぎわいをみせるが、わずか数 km のオールド・サン・ファンは海賊が出そうな 16

世紀の雰囲気、第 2の都市ポンセなどは、荘厳な教会や古い町並みが昔のスペインを思わせる。

国 名：プエルト・リコ

正式国名：アメリカ自治領プエルト・リコ Commonwealth of Puerto Rico

面 積：9104km2（鹿児島県とほぼ同じ広さ）

人 口：370万 6690人（2011年 7月）

首 都：サン・ファン San Juan

首 相：ルイス・フォルトゥニョ知事 Luis Forutuno（2009年 1月～）

政 体：島を統治する知事は直接選挙で選ばれ、任期は 4 年。議会は二院制で上院 27 議席、下院 51 議席、任

期は 4 年。アメリカ領ヴァージン諸島同様、住民はアメリカ市民権を有するが、アメリカ大統領選の

投票権はない。

民族構成：先住民族のインディヘナ、奴隷として連れてこられたアフリカ系黒人、ヨーロッパ系白人、中国人な

どの血が混ざっているが、スペイン系が 80％を占める。プエルトリカンと呼ばれている。

宗 教：島民の 85％はカトリック

歴 史：プエルト・リコは 1493年 11月 19日、コロンブスの 2回目の航海の帰路で発見された。島は当時 3万

人も住んでいた先住民族タイノ・インディヘナにより「ボリンケン Borinquen」と呼ばれていたが、コ

ロンブスはここに「サン・ファン・バウティスタ San Juan Bautista」、つまり洗礼者ヨハネと名付ける。

1508年、スペインから総督としてやって来たファン・ポンセ・デ・レオン Juan Ponce de Leonにより

島への本格的な植民が始められた。ポンセはここを「サン・ファン・プエルト・リコ San Juan Puerto

Rico（すばらしい港）」と呼び、結局それが現在の名前となっている。最初の居住地はサン・ファン港

の近くのカパラ Caparra に造られ、1521 年にはオールド・サン・ファンに移された。そこでエル・モ

ロ要塞の建築が開始される。1655 年から 70 年にかけてイギリス領となった時期もあったが、それ以

外はスペインの植民地だった。アメリカ自治領となったのは 1898年のスペイン・アメリカ戦争が原因。

スペインはプエルト・リコをアメリカに渡し、1917 年には住民もアメリカ市民としての権利を得る。

そして 1952年、憲法により米国の自由連合州として内政自治権を獲得して以来、アメリカと自由な関

係を保持し、半独立の立場をとっている。現在島では、完全な独立か、アメリカの 51番目の州になる

か、それとも現状維持を保つのか、議論されるようになった。しかし、2009 年に財政破綻し、独立の

気運は沈静化している。

【引用：地球の歩き方 http://www.arukikata.co.jp】

先日、中等部・校外学習の下見として、ニューヨーク市のマンハッタン（Manhattan）
に行ってきました。マンハッタンには多数の超高層ビルが密集しており、これらは『摩天

楼』と呼ばれ、象徴的なマンハッタンの景観を形成しています。

インターネットで駐車場を見つけ、自家用車で行ってきました。市内には大勢の警察官

が警備に当たっており、通行する予定の道路の多くが閉鎖されていました。そのため、駐

車場への到着が大幅に遅れました。「なぜ？」と思っていると、その理由が分かりました。

五番街でパレードをしていました。後日調べてみると、『プエルトリカン・デイ・パレ

ード』でした。愛国心に満ちたプエルトリコ人達の歌って、踊って、大騒ぎのパレードで

した。ニューヨーク市で大きなコミュニティーを持ち、１０万人以上が行進し、３００万

人が沿道で見守りました。ニューヨーク市にはおよそ８０万人のプエルトリコ人が居住し

ています。

私もプエルトリコと言う国があることは知っていました。しかし、詳しく調べたことは

ありませんでした。調べた結果、プエルトリコの国旗がアメリカ合衆国の星条旗とよく似

ていることも納得できました。アメリカ合衆国は多民族国家であり、【人種のサラダボウ

ル】と言われています。日本を離れまだ２か月です。こちらに住むことで、「他国・他民

族・他文化を知りたい。理解したい。」と思うようになりました。また、外から日本を見

つめることで、改めて日本の良さや素晴らしさを感じるようになりました。

世界は広いぞー！！

ご意見・ご感想などをお聞かせください。

アドレスは【kangaeyotaeyookonaeyo@gmail.com】です。
よろしくお願いいたします。早川 政宏
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