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「情報セキュリティキーワード： 『KRACK』」

つい最近、「WPA2と言う無線LAN（Wi-Fi）の通信規格に複数の
脆弱性がある」という内容が発表されたこと、皆様はご存知でしょ
うか？悪用された場合のシナリオや対処方法などをご教授いただ
きました。どうぞご参考になさってください。P.18〜

11月号 2017年 No. 498

「『J.LIVE Talk 2017 開催』及び『J-LEARN 秋のセミナー』の
ご報告」

11月初旬、J.LIVE Talk 2017とJ-LEARNセミナーが当地ワシント
ンにて共同開催されました。アメリカでの日本語教育に関するコン
テストやセミナーについてご紹介いただきました。 P.2 〜

「2017年度第2回ワシントン日本商工会ネットワーキングイ
ベントのご案内」

本年度の商工会ネットワーキングイベント第2
弾が来月初旬に開催されます。皆さまのご参

加をお待ちしております！P.4

「2018 ワシントン新春祭りのご案内」

年始の恒例行事となりました商工会新春祭

り。2018年の開催概要が決定しましたので

ご案内いたします。 P.7

http://www.jcaw.org
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J.LIVE Talk 2017 開催のご報告

執行委員長　ジョージワシントン大学東アジア言語文学科教育専任助教授　辻岡 孝枝

11月5日、秋の小雨が降る朝、ジョージワシントン大学にて第3回J.LIVE Talkが開催され、全米よ

り選ばれた9名の大学生・院生が130名を超える観客を前に熱いライブ・プレゼンテーションを行い

ました。

J.LIVE Talk（Japanese-Learning Inspired Vision and 
Engagement）は全米の大学の日本語学習者を対象に

総合コミュニケーション能力を競う21世紀のスピーチコ

ンテストです。従来のスピーチコンテストと異なり、言語

能力のみならず、独創性や社会との繋がり、メッセージ

性を高めるための効果的な視聴覚資料の使用、審査員

との質疑応答なども評価対象とされます。

審査員には、JCAW日本語教育支援理事、堀晋一様

をお迎えした他、在米日本大使館広報文化班島田丈祐

公使、南山大学町田菜々子教授、ワシントンCORE小

林知代取締役、ヘイフィールド中高一貫学校日本語教論ヴォーン京子先生にお越しいただきまし

た。甲乙つけがたい質の高い発表に審査は難航したようですが、結果は以下の通りです。

カテゴリーI /中級

金賞： デイビッド・バーネット / ウィスコンシン大学マディソン校

銀賞： アスマ・カーン* / メリーランド大学ボルティモア校（*Kakehashi賞受賞）

銅賞： ハービー・フレッチャー / ジョージタウン大学

カテゴリーII /中級上

金賞： ガス・ホルドリッチ / ベイラー大学

銀賞： ケビン・ユアン / ジョージタウン大学

銅賞： ヨーヨー・ホァン / 同上

カテゴリーIII /上級

金賞： イ・ジャオ / ジョージワシントン大学

銀賞： ローガン・ランプキンス / ノースカロライナ大学シャーロット校

銅賞： ジェニファー・シン / ジョンスホプキンス大学高等国際関係大学院

 
副賞として、現金（〜$300）、日本へのANA往復航空券、南山大学や長沼スクール東京校の協

賛による日本語夏期集中講座受講資格、及び奨学金（〜$3,300））日本国大使館、外務省主催の

Kakehashiプロジェクト訪日ツアーに参加する権利、などが贈られました。

左から：イ・ジャオ（ジョージワシントン大学）、
デイビッド・バーネット（ウィスコンシン大学マデ
ィソン校）、ガス・ホルドリッチ（ベイラー大学）

J.LIVE Talk ファイナリストと審査員の皆様
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同十一月五日にJ.LIVE Talk 2017と共同開催で日

本語教育アドボカシーネットワークJ-LEARN主催のセ

ミナーがジョージワシントン大学にて開催されました。 

J-LEARNとは、アメリカで日本語・日本文化を学ぶ機会

を推進するためにネットワークの場とリソースを提供す

ることにより日米関係を強化していくこと目指し結成され

た草の根団体です。今回のセミナーでは、行政・企業・

教育・保護者・学習者という多角的な視点から日本語を

学習する意義や日本語プログラムの現状、いかに日本

語プログラムを守り育てていくかについて情報共有や意見交換がなされました。セミナーにご協力

いただきました以下の皆様にこの場をお借りしまして心よりお礼申し上げます。

開会のご挨拶をしてくださいました在米日本大使館広報文化班島田丈祐公使、「なぜ日本語を学

ぶ価値があるのか」について発表してくださりJ-LEARNのシニアアドバイザーを務めてくださってい

るジョン・マロット大使、人材派遣側の立場から企業が求める人材像についてお話くださったTOP 
NYコンサルタントの茂古沼悟様、日本語教育の現状と課題について発表してくださった全米日本

語教師会副会長の森美子博士及び中部大西洋岸日本語教師会共同会長の辻岡孝枝博士、そし

てパネルディスカッションのパネリストとしてご参加くださった米国三井物産株式会社・上級副社長

の堀晋一様、メリーランド州のハーフォードデイスクール中等部校長で日本語教師でもある松崎ウ

ィリアム博士、ジョージワシントン大学の学生のハワード・エミリーさん、J-LEARN創設者であり日

本語イマージョンプログラムの保護者代表である太田由佳様の貴重なご意見・ご提案に深謝申し

上げます。

セミナー後の感想では、どのようなビジョンで生徒や学生を育てていくための教育を提供してゆ

けばよいかを考える貴重な機会となったという先生方のお声や、企業側からは日本語教師たち

がどのような思いでプログラムを守り育てているのかがよくわかったという声が聞かれました。J-
LEARNでは今後とも日本語教育の官・民・学のネットワークを広げ強化していくお手伝いをしてい

きたいと思っております。

ワシントン商工会の皆様には引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

＊写真提供：J.LIVE Talk Joy Asico

JCAWの寛大なご協賛に対し、また、当日ご参加頂いた皆様に、誌面をお借りし、厚く御礼申し上

げます。引き続き、ご支援とご協力を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

J-LEARNパネリストの皆様

J-LEARN 秋のセミナーのご報告

フォックスミル小学校・ワシントン日本語学校教員　大塚 紀子
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10月16日、経団連USAの会議室をお借りして、前全

米日米協会連合会会長・元米国通商代表部大使（日

本・カナダ担当）のIra Shapiro氏、また全米日米協会連

合会会長を引き継がれた元国防総省次官補（アジア太

平洋安全保障担当）のDavid B. Shear氏をお招きして、

午後12時から１時間半にわたり、Trade, Policies and 
Securityをテーマに研修会を開催しました。30名を超え

る出席者により、双方向の活発な質疑が行われました。

今回は、先ず冒頭、Kelley PresidentからNAJAS（National Association of Japan-America 
Societies）:全米日米協会連合会 の活動についての概要説明がありました。NAJASは日米に関す

るプログラム・サービス・情報を北米に点在する日米協会を通して提供することで、日本とアメリカ

の人々の協力と理解をよりいっそう深めていくことをミッションとする非営利・非党派の団体で、具体

的には、Kelley氏より、日米関係に関するスピーカを各地域に存在する日米協会に紹介したり、日

本の経済広報センターと連携した活動を実施する等、日米間の草の根交流に注力している、といっ

た説明がありました。

次いでShapiro氏から、1)通商政策  2)アメリカの政治状況について説明がありました。1)貿易・

通商政策については、保護主義的な動きは今に始まった話ではないが、現政権で特徴的なのは、

「行政府が自由貿易を標榜し、議会がタフなポジションをとる」という今までの図式と逆になっている

ことが興味深い点とのこと。今後の展開への予想は難しいが、NAFTA、対中通商問題がホットイシ

ューとのこと。特に中国は、経済的発展が民主化を促す、といった期待とは真逆の事態となってお

り、一方、アメリカは既に中国に大きな投資をしてしまっているので、話が難しくなっている、との解

説がありました。また、日本に対しては2国間FTA締結を迫ってくるだろう、との見通しの披歴があり

ました。

2)アメリカの政治状況については、オバマ政権の頃から大統領と議会の協力が円滑に進まなく

なっており、本来党派性を超えた取組みが必要な状況下にも関わらず、非伝統的で不慣れな大統

領、合意形成の難しい議会といった手詰まり状況が今後もしばらく続く、との見通しが示されまし

た。

研修会報告

「貿易・政治・安全保障」 “Trade, Policies, Security”
講演者：アイラ・シャピロ氏（前全米日米協会連合会会長・元米国通商代表

部大使（日本・カナダ担当））
 デビッド・シアー氏（全米日米協会連合会会長・元国防総省次官補

（アジア太平洋安全保障担当））

研修担当理事　久野 哲郎
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この後、Shear氏からは日米安全保障関係に関する

説明がありました。安全保障環境における不確実性要

素として、先ず第一が中国、第二に北朝鮮、そして第三

がアメリカの対アジア政策、特に対中国政策が明確に

示されていないこと、といった不確実性についての説明

がありました。この状況下求められるのは、国内外での

バランスのとれたアプローチであり、日米豪・日米印共

同で空白のない安全保障環境を創出していくことだが、

ここでも「日米」の協力がコアとなる、とのこと。こうした協

力関係のベースになるのは、何と言っても日米の個人

間の人と人との信頼関係である、ということを強調していました。

　今回の研修にあたり、会場をご提供頂いた経団連U.S.A.様に、この場を借りて御礼申し上げま

す。

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
mailto:eguchikanko%40gmail.com?subject=
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Illustration by Emi Kikuchi
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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., B2, 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11月からのレート）

ウェブサイトのバナーのイメージ図

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 200px X 33px 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。）

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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米国での生活と移民法
第27回「移民法最新情報1」

米国移民法弁護士　石田 砂織

今回は移民法の最新情報に関して幾つかお伝えいたします。

＜就労ビザ更新申請の審査厳格化＞

さて、先月の会報で、トランプ政権のもと、移民局による審査が厳格化する傾向についてお話し

し、特に、雇用に基づいた永住権申請者の面接の必須となった事、そしてH−1Bの審査の厳格化に

ついてお話をしました。

上記に加え、移民局はH、L、E、O、Pなどの就労ビザ更新の審査厳格化をする方針を10月23日

発表しました。これまでの移民局の審査方針では、以前に認可された就労ビザの更新申請の審査

をする際、認可が降りた時の雇用条件に特に変化がない場合は、前回のビザ申請認可を尊重し、

基本的にビザ更新の申請も認可が下りることになっていました。移民局はこういったこれまでの審

査方針を取り下げ、ビザ更新申請の審査の際も、申請書類とそれに伴う証拠書類をしっかりと吟味

し、審査を行う方針を発表しました。2

この結果、以前にビザ申請の認可が降りても、ビザ延長の審査の際に、移民局よりRequest for 
Evidence（RFE）と呼ばれる追加書類の請求が出る可能性や、ビザ更新の申請が却下されてしま

う可能性が増すでしょう。すでに認可が出た就労ビザの更新する場合も、油断が許されません。

＜永住権抽選（DV）プログラムのシステムエラーについて＞

一般にグリンーカードの抽選と知られている国務省多様化プログラム（Diversity Immigrant 
Visa（DV）Program）が今年も開催され10月3日に始まったのですが、システム上のエラーのた

め、10月3日から10月10日までにエントリーされた情報は無効となりました。DVプログラムは10月

18日に再開し、11月22日正午まで応募が可能です。詳しい応募方法に関してはこちらの国務省の

ウェブサイトをご覧ください。従って、10月3日から10日の間にDVプログラムに応募した方は、再度

11月22日までに再度エントリーをして頂く必要があります。

尚、トランプ政権がDVプログラムの停止を呼びかけていますが、このプログラムはアメリカの議

会で成立した法律のもと出来たものです。従って、実際にDVプログラムの停止をするには大統領

令などの一方的なものではなく、アメリカ議会での法改正が必要となります。

1   本文に書かれている情報は、執筆時点のものです。その後の法改正などは反映しておりません。また、本文の内容は具体的な
個別事案に関して法的なアドバイスをするものではありません。本文に書かれている意見等は、執筆者個人のものであり、ワシ
ントンDC日本商工会のものではありません。

2   https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-updates-policy-ensure-petitioners-meet-burden-proof-nonimmigrant-
worker-extension-petitions

© 2017 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/instructions.html
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/instructions.html
https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-updates-policy-ensure-petitioners-meet-burden-proof-nonimmigrant-worker-extension-petitions
https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-updates-policy-ensure-petitioners-meet-burden-proof-nonimmigrant-worker-extension-petitions
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＜従業員の個人情報を狙ったフィッシング詐欺にご注意＞

アメリカ移民局（United States Citizenship and Immigration Services（USCIS））を装って、Eメ

ールにて、I−9フォームに書かれている情報を要求するフィッシング詐欺が増えておりますのでご注

意ください。

I−9フォームは、アメリカにある企業が従業員を雇う際、各従業員がアメリカで合法的に就労が可

能であることを確認するための書類です。雇用者は、国籍に関係なく、1986年11月6日以降に雇わ

れた従業員全員に対してI−9の書類を作成、管理する義務があります。I−9フォームには、従業員

のソーシャルセキュリティ番号や、移民法上のステータスなどの個人情報が含まれていますので、

フィッシング詐欺の被害に遭ってしまうと、従業員の個人情報が企業外部に漏れ、IDの盗難にも繋

がるので十分注意が必要です。

詐欺のメールの送信元はnews@uscis.govで、これは移民局の正式なメールアドレスではあり

ません。また、移民局はI−9に書かれている情報をメールや電話などで要請することはありませ

ん。もし、このようなメールを受信された場合は、メール本文のクリックなどは避け、連邦取引委員

会（Federal Trade Commission)に連絡される事をお勧めします。また、受信したメールが移民局

より正式に来たものかどうか分からない、疑わしいメールだが確認が必要という場合は、移民局

（uscis.webmaster@uscis.dhs.gov）に直接メールで問い合わせてください。

© 2017 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

石田砂織プロフィール：

アメリカ移民法専門家として12年以上の経験を持つ弁護士。イミグレーションローグループ法律

事務所、バーンズ & ソーンバーグ法律事務所を経て独立し、Ishida Immigration Law PLLCを設

立。アメリカでビジネスを営む日系企業を含む様々な法人、個人のクライエントに幅広く移民法のサ

ービスを提供している。ニューヨーク州、ワシントンD.C.にて弁護士資格を持つ。米国移民法弁護

士協会（AILA）所属。お問い合わせ、ご相談をご希望の方はcontact@ishidaimmigration.comか

（202）656-8778までご連絡下さい。

mailto:news%40uscis.gov?subject=
https://www.ftccomplaintassistant.gov/Information#crnt&panel1-1
https://www.ftccomplaintassistant.gov/Information#crnt&panel1-1
mailto:uscis.webmaster@uscis.dhs.gov
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2度も、完全に死に直面していたが、幸い、後遺

症がほとんどなく（と、自分で思っているだけかも

しれないが）、完治したせいか、その後の人生の

中で、事故のことを考えたことはあまりない。とい

うよりそれほど鈍感であったという方が正しいかも

しれない。しかし、2度もあったということはよほど

注意力が散漫か、良く言えば没頭し易い性格なの

であろう。

その表れの出来事として、小学校1年の時だっ

たと思うが、ランドセルに何も入れずに空っぽで家

に帰ってきたことがあった。教科書も、ノートも筆箱もお弁当箱も何も全く入れずにである。従って、

当然軽くてしょうがないはずであったが、全く気づかずに、ただいまとケロッとして帰ったのである。

母親は空のランドセルを見て、一体全体あなたは何をやっているの…と絶句していた。流石に自分

も同感だった。何と自分は間抜けなんだろう…と。小学校というのは授業が終わると全員で一斉に

ランドセルに持ち物を入れ始めるので、入れ忘れるということは本来あり得ない。恐らく友人と夢中

でしゃべっていたか、何か他の事を一生懸命考え込んでいたのか、それとも女の子を見ていたの

か…。まあ空っぽのランドセルを背負っていて、ずっと何も気づかなかったというのは普通ではない

と自分でも思う。

という性格もあって、小学校時代はとにかく勉強が嫌いで嫌いでしょうがなかった。日本の授業は

ワシントン月報（第139回）

｢30年闘争記（29）〜ローファームの分裂〜｣

米国特許弁護士　服部 健一

〜これまでのあらすじ〜　私とウィルソン弁護士は1983年にアダムズ・二宮・マーメン＆クボーン特許法律
事務所に入所してから何回かの事務所分裂を繰り返して、2003年にウィルソン・服部法律事務所を創立さ
せ、今日まで来た。

ただウィルソン弁護士は宗教の関係もあってとにかく実直な人間で、この30年間の戦いはほとんど私とア
ダムズ弁護士との戦いであったといっても過言ではない。私は人と争う性格ではないつもりだが、アメリカで
生活し、働くと自然にそうせざるを得ない面が出て来るに過ぎないのだろう。特に誰かの下で働いたり、会社
の派遣でアメリカで仕事をしている限りはあまり衝突する場面はないだろうが、リーダーになったり、させられ
たりすると、どうしてもそうならざるを得ないのはアメリカだけではないのかもしれない。

ウィルソンはまだ50数歳だが徐々に体が弱ってきた。宗教の教義で医者や薬に依存できないのも一因の
ようだ。そうしている内に、何故私がそんなにタフなのだという話になった。そこで私は自分の生い立ちを話さ
ざるを得なくなった。小さい頃、私は2度の死に目に遭っていた。最初は池に落ちて溺れ、水の中で気を失っ
た事故で、もう一つは、あまりに無謀な交通事故であったが、両方共、助かったのは奇跡に近かった。
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議論がなく、詰め込みだからかもしれないと気がついたのは、30年後にアメリカの授業を受けてか

らである。当時の私は発言する知識も勇気もなく、ただ黙って席に座っているだけだった。勉強しな

ければいけない…という反省がないではなかったが、ではどうしたらよいのかが分からなかった。ど

うせ自分はダメだという劣等感が強かったとも言える。

ただ、スポーツは好きで野球は夢中になってしていた。将来はプロ野球選手…ということも子供心

に考えていたことはある。しかし、好きと言うだけで抜群の選手であったわけではない。体がひょろ

ひょろで背が低いチビであったこともある。いつも級長をしていた平田君や、小柄だがピッチャーを

していた小河君の方がずっと上だった。

野球のコーチは、伊藤先生という野球一徹の先生だった。

ある試合でバッターボックスに行こうとした時、伊藤先生がそろりと近寄り、超クソ真面目な顔で 

｢いいか服部君、バッターボックスに立ったら打つ気のない振りをしろ。そしていい球が来たらボカー

ンと打て、わかったな｣と囁いた。私はバッターボックスに立ってから、｢打つ気のない振りをするな

んてどうしたらいいのだろう｣と呆然としていた。とにかく何をしてよいのか全く分からなかった。ボー

ッと立てばいいんだとまで判断できなかったのだ。バッターボックスに立って、どうしたらいいんだ、

どうしたらいいんだ、とおろおろして考えながらしっかり構えていた。

今から考えると、打つ気がない振りをしているどころではなかったのだろう。その時、バッターボッ

クスを離れて、伊藤先生に｢どうしたらいいんですか？｣と聞けばいいはずなのに、そういう知恵さえ

出なかったのだ。それほど小さいころの私はぼけていた。尤も、今から考えると、伊藤先生も10才く

らいの子供に対して、打つ気のない振りをするためにはバットをだらりとさげていい加減に構えれば

いいんだ、位のアドバイスをするべきだったのかもしれないが。

あの時、私はその後打ったのか打てなかったのか、どのような結果になったのかの記憶は全くな

い。それほど動転していた事の方に気を取られていたからだ。今になって考えると、何故先生に聞

く気転がなかったのだろうと自分で自分が不思議になる。こういう経験は、勿論、教室でもしょっちゅ

うあった。

万年級長の平田君の活躍は素晴らしく、ある時の試合で彼はホームスチールを成功させてしまっ

た。それを見たときの私は、彼はなんと勇気があるのだ、何であんなプレーが出来るのだと感心す

るしかなかった。自分にはとても出来ない…とばかり考えているだけだった。

こういう超内気の性格なので、当然女の子と話したりすることも全く出来なかった。いつも広田さ

ん、高樹さん、三和さんの三人娘を遠くから見ているだけだった。彼女達の一人と視線が合うと慌

ててそっぽを向いていた。ある時、彼女達の一人の誕生会というのがあり、ほとんど女子達の中で

平田君と小河君だけが招かれていたことを知ったが、まあ、彼らならそうだろうなと思っただけだっ

た。嫉妬する勇気さえなかったのだ。

そんな私だから成績は良いはずがなく、いつもクラスで最下位を争っていた。勉強の仕方さえ分

からなかったからだ。小学校5年の終わりの頃、私を含めてクラスの3人の最下位生徒の母親達が

伊藤先生に呼び出された。他の二人は本当に知能が遅れている子だった（失礼）。伊藤先生は、例
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のくそ真面目な顔で｢あなた方のお子さんは知能が遅れているようだ。このままでは中学校へいけ

ないかもしれない。もっと勉強させなければダメですよ｣と言ったそうだ。

勉強が出来ないことを両親は当然知っていたが、流石に｢知能が遅れている｣といわれてびっくり

したようで、それから親父のスパルタ教育が始まった。親父は努力で全てを達成してきた人物なの

で、そのスパルタ教育は凄まじかった。どなられたり、ひっぱたかれたりするのは当たり前で、たま

には家の外に立たされた。ただ、仕方がなく勉強すると成績は多少良くなった。そこで親父がちょっ

とスパルタ教育を緩めると、成績は直ちに下がった。小学校以来、学校ではずっとその繰り返しだ

った。

その時、私は自分の将来をこう考えた記憶がある。｢自分は勉強は出来ず、しゃべることがとにか

く苦手だ…しゃべる仕事に就けるわけがないだろう。だから弁護士にはなれるはずがない｣と。そし

て更に、今でも何故そう考えたのかわからないが、｢ましてやアメリカの弁護士にはなれないだろう｣

と本気で考えたことが一度だけあった。これは鮮明に覚えている。

何故、アメリカが出てきたのかは全く想像も出来ない。しかし、唯一推測できる理由はある。それ

は1955年（昭和20年）の頃で、アメリカは文字通り世界一で、万能であり、全てはアメリカが最高だ

った。第二次世界大戦を経験し、敗戦社会の中で、猛勉強してアメリカのすごさを肌身で知ってい

た親父は、夕食の席で事あるごとにアメリカのすごさを話していた。そして、英語と数学を勉強しろ

と常に私に話していた。だから食事中のテレビはいつも英会話やドイツ語会話の番組ばかりで、プ

ロ野球など見させてくれなかった。

私はアメリカのポップミュージックが大好きで、日本の放送ではなくいつも米軍放送を聞いてい

た。日本の放送よりカッコいいのである。当時、まだプレスリーやポールアンカが登場する前だっ

た。そういうアメリカ偶像の意識が片隅にあったから、｢まさかアメリカの弁護士にはなれないだろう

な｣と瞬間的に思ったのかもしれない。実際、弁護士やアメリカの弁護士のことを考えたのは、それ

以降全くなく、30年後にアメリカに来てからである。

スパルタ教育のせいか、とにもかくにも中学校へ行くことは出来た。三人娘も同じ中学校だった

が、話す機会はほとんどなかった。スポーツは得意だったから当然野球を続けるつもりだったが、

親父は｢どうせするなら一生できるテニスをやれ｣と言った。親父の言うことは当時は絶対的命令以

外の何物でもなかった。親父がテニスに気がついたのは、母の兄である叔父さんが慶応テニス部

でテニスをしていたからだ（一応、デビスカップ選手と練習していたらしい）。そこで、テニス部に入っ

たが、当時のテニスは軟式だった。私はたちまちテニスの魅力に取り付かれた。毎日テニスをして

いたが、親父は勉強しろ、勉強しろとそれはうるさかった。そして勉強しろといわれて勉強すると成

績は上がり、親父が多少安心してか静かにしていると成績は下がるということの繰り返しだった。

テニスはそれなりに上手になったが、試合では勝てなかった。何より精神的に弱かったので、試

合になると何をしてよいか分からなかったためだろう。とにかく練習のように普通に打つことが出来

なかった。どうしたら心臓が強くなるか、どうしたら精神統一が出来るか必死に考えていたが、この

点はどうしても解決できなかった。従って、トップ5位には入っていたが、トップ3にはどうしても入れ

なかった。自分はその程度か…と半ば諦めていたが、心の隅では何とかしなければダメだという気

も強かった。
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私には2歳年下の双子の弟達がおり、その一人は猛烈な負けず嫌いで、勉強も凄まじく（その点

親父に似ていた）、後に東大の博士課程へ行き、テニスも中学時代では東京都でチャンピオンにな

っていた。弟が強かったのは精神的に落ち着いているので練習での力がそのまま発揮できたから

だったのだろう。

私はその弟を見て、大したものだな、とは感じていたが、特に嫉妬のようなものは全く感じていな

かった。理由は、自分は自分という全くのマイペース男だからである。

最も親父はそのマイペース振りが歯がゆくてたまらないらしく、益々勉強しろ、勉強しろと常に怒

鳴っていた。親父は英語と数学を強調していたので、仕方がなくその2科目だけはそれなりに勉強

していた。

そしてある時、英語の抜き打ち試験があった。生徒は皆おろおろし、何でいきなり試験するんだと

怒るやつもいた。ともあれ私は親父に怒鳴られて、英数だけは毎日それなりに勉強していたので、

その時はたまたま学年で一番の成績となり、しかもそれが壁に張り出されたのである。2度死にか

けて生き残ったことといい、運は妙によかったみたいだ。そこで仲間達は｢服部君はいつも寡黙で大

したことがないと思っていたが、実はすごいヤツなのか？｣という評価が一過性に出た。三人娘はど

う思ったかなと見ていたが、彼女たちは私をチラリとしか見なかった。親父もそれなりに喜んでいた

が、一過性であることを周知していたので勉強しろの怒鳴り声は相変わらずだった。ともあれ、親父

が勉強しろといわなかった社会、歴史、音楽とかの科目は極端に悪かった。音楽の試験は100点

満点中、15点でビリだったときがあった。担任の先生は母親に｢英語は学年一番で音楽はビリとい

う生徒は私の教育生活で初めての生徒ですね…。服部君はどうなっているんでしょうね…。不思議

な子ですね｣と呆れて言っていたそうだ。その年頃の子供というのは、勉強が出来るやつは万遍なく

成績がいいのもであるからだ。

中学3年の時、親父は｢お前は多分大学受験は無理だ、大学にエスカレーターでいける武蔵工大

附属高校へ行け｣と私に言った。｢武蔵工大？附属高校？｣と私には何がなんだか分からなかった。

とにかく聞いたことのない学校だったからだ。しかし、兎にも角にも受験をさせられた。

当時の附属高校は、大井町線の尾山台という駅にあった。私の家は中央線の阿佐ヶ谷駅だった

から、新宿で山手線に乗り換え渋谷へ行き、東横線で自由が丘駅へ行き、そこから大井町線で尾

山台に着くという1時間半の通学であり、結局私はそれを高校、大学の7年間続けたのである。当

時、大学と高校は同じ敷地にあり、初めてそこへ行くと木や緑はほとんどなく、多摩川辺りの荒野に

ほこりがもうもうと立ち上る、学校とは名ばかりの建物であった。

｢ここが自分の学校か…｣とショックがあったことは間違いなかった。しかも、男子校だから三人娘

は当然として女の子には益々疎遠になる、という絶望感もあった（もっとも、共学であったとしても当

時女の子と付き合うセンスはまるでなかったが）。ところが、そこにはテニスコートが4面もあった。 

｢そうか、テニスが出来るのか、それならまあいいか｣とも思った。それほど素直で単純なのである。

そのコートで硬式テニスを始めたのが、私の人生の変わり目の始まりだったと気がついたのは、そ

れからずっと後のことである。

（続く。）
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米国憲法に関するクイズ

1. 前回のクイズ

クイズ： 米国憲法の修正条文とは何か、何故追加したのか？

答： 米国憲法は1788年制定当初は連邦政府の権限を三権分立で記載した規定しかなかっ

たが、直ちに州と国民に関する規定がないことが判明した。そして、1789年に基本的人権を

規定した権利章典（Bill of Rights）の修正1～10条が追加された。

修正第7条には｢陪審員裁判の権利｣の規定があり、修正第10条には｢憲法に明記されていな

い事項は州及び国民が留保する｣という州優先の規定がある。更に1795年から1992年まで

に修正11～27条（奴隷禁止、選挙権等）が追加されている。1919年の修正19条の禁酒法は

悪法として1933年に廃止されたが、これが廃止された唯一の条文である。

つまり、米国は過去230年間、古い米国憲法の原文や修正条文をその時の社会に合うように

判決で解釈してきた国である。憲法条文を時代によって適当に解釈を変えて対処することは

日常茶飯事であった。つまり、アメリカは憲法解釈で形成された国である。

これに対して、日本は、古い伝統があり、既に国が形成されており、憲法はその後に飾りのよ

うに作られたともいえる。よって、憲法解釈はつい最近の問題である。今日、日本が憲法解釈

で大騒ぎするのはいかに憲法国家でなかったことを示しているともいえる。

2. 今回のクイズ

米国の三権分立と日本の三権分立は完全に異なる。その違いは何か？
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＊筆者注：本書評はもともと8月頭に執筆したもので、スティー

ブ・バノンは同月ホワイトハウスを去りました。しかし、今でもト

ランプ大統領と連絡をとり、影響力を発揮しているようですの

で、本書は参考になるかと思います。

この書評が読まれる頃には、本書の主人公でホワイトハウ

スの「主任ストラテジスト」スティーブ・バノンはトランプに追放

されているかも知れない。本書がそのきっかけになりそうなの

だ。本書はバノンがトランプを利用して、自分のナショナリズム

のビジョンを実現した経緯を描いている。著者はビジネスウィ

ークの政治記者。

実際、トランプは、バノンが本書に協力した上、トランプの大

統領選勝利を自分の手柄にしていることや表紙に激怒してい

る。数か月前にタイム誌の「偉大なるマニピュレーター（操り

手）」という特集で、バノンが表紙を飾った時にも、トランプはバ

ノンがトランプ陣営に参加したのは選挙後期に過ぎず、自身

が選挙戦略を練ったと怒った。当時、バノンはしばらく息を潜

めて、復帰した。

バノンは2016年8月17日、トランプ選挙対策本部CEOとなった。現在、ロシアゲートでFBIの調査

対象となっているポール・マナフォートの後任だ。バノンのCEO就任は、8月時点でトランプに340万

ドル、バノンが運営していたオルト・ライトのウェブサイト「ブライトバート・ニュース」に多額の寄付し

ていた大富豪ロバート・マーサー、娘レベカ・マーサーの提案による。ロバートは、原爆で日本人が

健康になったと考えている人物だ。

バノンは海軍基地があるバージニア州ノーフォークで、民主党を支持するアイルランド系カソ

リックの労働者階級に生まれ育った。バージニア工科大学卒業後、1970年、80年代、海軍に従

軍。1980年、イランのアメリカ大使館人質救出作戦でペルシャ湾にいたが、その失敗に落胆し、レ

ーガンを支持するようになる。

軍を去り、ウォ―ル街で働こうと、ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）に入学。だが、労働者階

今月の書評
トランプを操り、最後は追放か
スティーブ・バノンの正体

「悪魔の取引」
ジョシュア・グリーン

  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

「悪魔の取引」
ジョシュア・グリーン（ペンギン・プレス）
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級出身であるため、優秀な成績であるにもかかわらず、夏のインターンシップの面接のチャンスさ

えもらえなかった。たまたまゴールドマン・サックス（GS）の面接をあきらめ、雑談していた相手が創

設者の息子だったことから、インターンになり、HBS卒業後は同社に入社した。

ロサンゼルス支店でハリウッド映画の投資に関わり、1990年に独立。日本から1億ドルの投資を

基に映画制作会社を始め、1998年にはソシエテ・ジェネラルに売却し、大富豪となった。2005年に

は香港に移住。世界最大のプレイヤー数がいると言われている『World of Warcraft』というオンライ

ン・ゲームのバーチュアル・グッズ販売に関わった。この経験が後日、ブライトバート・ニュースの読

者を増やし、オンライン支持者を誘導することで、トランプの台頭を助けることに役立った。

その後、レーガン礼賛や、アメリカのイスラム教徒を敵視する映画を制作。また政府アカウンタビ

リティー研究所を設立。同研究所は、2015年には本欄でも取り上げたクリントン夫妻とクリントン財

団を調査した「クリントン・キャッシュ」を上梓し、NYタイムズ・べストセラーとなった。同書は、ヒラリ

ー・クリントンに打撃を及ぼした。

バノンは、トランプをイギリスや欧州でも起きている一般大衆の反乱のリーダーだと位置づけてい

る。エリートが牛耳るのではない、真のアメリカ資本主義の復古を歌っている。バノンはホワイトハウ

ス内での争いで、パリ協定からの脱退や中国との貿易に対する強硬な態度で勝利を収めている。

トランプ自身に政治的思想などなく、自分のエゴだけが動機だという分析、批判もある。長年、口

にしてきたポピュリズムはマーケティング戦略に過ぎない。スキャンダルが続き、選挙公約の実施

は難しくなるが、トランプの影響は残る。今後、共和党が自由な貿易や移民受け入れを推進するこ

とは困難になるだろう。

（ニューリーダー2017年9月号より転載）
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情報セキュリティキーワード　 
「KRACK」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

様々なところで報道されていましたので、皆さんも既に耳にされていると思いますが、10月16日

に、ベルギーの大学の研究者マティ・バンホフ氏とフランク・ピエッセンス教授が、WPA2と言う無線

LAN（Wi-Fi）の通信規格に複数の脆弱性があることを発表しました1。Key Reinstallation Attacks 
（暗号鍵の再挿入攻撃）の略称として「KRACK（クラック）」と名付けられています。Wi-Fiのアクセス

ポイントのほぼ全てが影響を受けると考えられていますので、どう対応すべきか理解しておきたい

と思います。

技術的な詳細はここでは触れませんが、まずWPA2とは、Wi-Fi通信の暗号化の方法に関する

取り決めの一種です。絶対安全なセキュリティなどは存在しませんが、現在、一般的に最も安全に

Wi-Fi通信ができるとされているのがWPA2方式です。暗号化技術のレベルとしては、米国政府が 

「トップシークレット」に分類される情報に使うものと定めているほどです。恐らく皆さんが社内で使っ

ているWi-Fiも、この方式に設定されているとことが多いかと思います。

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）によれば、この「脆弱性が悪用された場合、無線LANの

通信範囲に存在する第三者により、WPA2通信の盗聴が行われる可能性」があるそうです2。つま

り最悪の場合、メールや写真、パスワードやクレジットカード番号が盗聴されたりする可能性がある

わけです。また、データの挿入や操作の可能性もあるので、ウェブページを改竄したり、マルウェア

を感染させたり、送信中のデータが操作される可能性もあるわけです。

図表1：攻撃のイメージ（出典：IPA）3

1   https://www.krackattacks.com/
2   https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20171017_WPA2.html
3   情報処理推進機構、https://www.ipa.go.jp/files/000062058.png

mailto:/?subject=
mailto:/security/ciadr/vul/20171017_WPA2.html?subject=
https://www.ipa.go.jp/files/000062058.png
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この脆弱性を悪用するのはあまり実用的では無く、そんなに恐れる必要は無いというセキュリティ

専門家の意見もありますし4 5、私が調べた限りでは現時点で、この脆弱性による被害はまだ発生し

ていません。いずれにしても企業としては、Wi-Fiを使用しているラップトップPCやスマートフォン上

で扱っている情報の重要度に応じて、やるべき範囲で対策を取っておくということに変わりは無いで

しょう。

対策方法に関してですが、IPAによれば、「基本的にはアクセスポイント（ルーター等）、アクセスポ

イントに接続する端末（PC、スマートフォン等）の両方で対策が必要」です6。具体的には、メーカー

からアップデート情報を入手して、それに従う必要があります。

図表2：対策が必要なポイント

まずルーター等のアクセスポイントの各メーカーの対応状況は、US-CERT（United States 
Computer Emergency Readiness Team）という「米国国土安全保障省（DHS：Department of 
Homeland Security）の国家サイバーセキュリティ部門（NCSD：National Cyber Security Division）

の実働部隊」7が、下記のリンクにあるウェブページにまとめていますので、使用されている機器に

ついて確認してみてください。

https://www.kb.cert.org/vuls/byvendor?searchview&Query=FIELD+Reference=228519&SearchOrder=4

日本国内の情報に関しては、同様にJPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）と情報

処理推進機構が共同で、下記のリンクにあるウェブページで情報を提供しています。

https://jvn.jp/vu/JVNVU90609033/index.html

ちなみに私が使用しているWi-Fiルーターは、残念ながら対応が「Unknown」になっていました。

4   https://doublepulsar.com/regarding-krack-attacks-wpa2-flaw-bf1caa7ec7a0
5   https://arstechnica.com/gadgets/2017/11/pixel-wont-get-krack-fix-until-december-but-is-that-really-a-big-deal/
6   https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20171017_WPA2.html
7   https://www.jpcert.or.jp/magazine/security/field-us.html

https://www.kb.cert.org/vuls/byvendor?searchview&Query=FIELD+Reference=228519&SearchOrder=4
https://jvn.jp/vu/JVNVU90609033/index.html
https://doublepulsar.com/regarding-krack-attacks-wpa2-flaw-bf1caa7ec7a0
https://arstechnica.com/gadgets/2017/11/pixel-wont-get-krack-fix-until-december-but-is-that-really-a
https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20171017_WPA2.html
https://www.jpcert.or.jp/magazine/security/field-us.html
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次に、ラップトップPCやスマートフォンのOS（オペレーティングシステム）をアップデートする必要

があります。ラップトップPCであれば、通常WindowsかMac OSを使われていると思いますので、そ

れぞれのメーカーから提供されているアップデートを適用する必要があります。MicrosoftもApple
も、サポート対象のバージョンのOSについては既にアップデートを提供しています8 9。iPhoneや

iPadに関しては、Appleは、iOSに関しては11月12日時点で「iPhone 7 以降、iPad Pro (9.7-inch) 
(Early 2016)以降」のみアップデートを提供しています10。Androidスマートフォンを使っている方は、

お使いの端末のメーカーから提供される情報を確認して対応する必要があります。

こちらも残念ながら私が使用しているスマートフォンはまだアップデートが提供されていない状況

です。ただ、アクセスポイントやOSのアップデートが配布されていないからといってどうしようもない

わけでは無く、以下の対策をすることが可能です。

1. ウェブサイトでパスワードやクレジットカード番号等、重要な情報を送信する場合は、HTTPS
で接続されている事を確認してから送信する。

幸いなことに「KRACK」の脆弱性があっても、そもそも別途、暗号化されている通信は保護されま

す。HTTPSとはブラウザの通信を暗号化する方式の一種です。これは下の図のようにブラウザの

アドレスバーの頭の部分を見て、アドレスの冒頭が「https:」となっていればHTTPSで接続されてい

ます。

図表3：Chromeブラウザのアドレスバー

ブラウザの種類によって微妙にセキュリティのステータスの表示方法が異なりますが、アドレスに

「https:」と表示されるのには、変わりが無いと思います。詳しくは、お使いのブラウザのサポート情

報を確認してみてください。Chromeブラウザに限って言えば、Googleが下記のリンクにある「サイ

トの接続が安全かどうかを確認する」というページで非常にわかり易く解説していますので、一読さ

れることをお勧めします。

https://support.google.com/chrome/answer/95617?hl=ja

この方法は効果がありますが、意識的に実施しなければならないことを考えると個人の対策とし

て良いとしても、企業の対策方法としては、あまり良い選択肢だとは言えません。

2. VPNを使用する。

上述のとおり、「KRACK」の脆弱性があっても、そもそも別途、暗号化されている通信は保護され

ますので、VPN11を利用してそもそも使っているラップトップPCやスマートフォンの通信を全て暗号

化してしまうことが有効です。そもそも通信が全て暗号化されていれば、ブラウザが都度HTTPSで

通信しているかを確認する必要も無く、その他のアプリケーションの通信も全て暗号化されるので、

8   https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-13080
9   https://support.apple.com/ja-jp/HT208221
10    https://support.apple.com/ja-jp/HT208222
11    ソフトウェアやハードウェアまたはその両方を使って通信を暗号化し、仮想的に専用線の様な環境を実現する手法

https://support.google.com/chrome/answer/95617?hl=ja
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-13080
https://support.apple.com/ja-jp/HT208221
https://support.apple.com/ja-jp/HT208222
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佐藤暢宏プロフィール

ITのヘルプデスク、ネットワークエンジニアを経て、大手監査法人で、公認情報システム監査人として、主

に製造業や金融・保険業の内部統制監査やシステム監査、情報セキュリティ監査をしていました。現在は、

インターナショナルアクセスコーポレーション（IAC）で、各種ITサポートとサイバーセキュリティ対策サービ

ス、委託調査等を提供しています。詳しくは、www.iacdc.comまたはsupport.iacdc.comをご訪問下さい。

ご感想、ご指摘、ご質問、ご希望されるテーマ等、お気軽にnobuhiro.sato@iacdc.comまでご連絡くださ

い。少しでも多くのフィードバックがいただければ幸いです。

より確実な対策だと言えます。HTTPSによる通信を常に意識してインターネットを使うことはほぼ無

理だと思いますので、企業の対策としては、最も現実的だと言えるでしょう。

3. 有線LANを使用する。

ある意味、最も確実な対策ではありますが、スマートフォンやラップトップPCの社外の通信を

Wi-Fi以外の携帯網に限定する必要があるので、システム的にうまく強制する方法や、利便性と費

用とを考慮する必要があります。

またここで忘れて欲しくないのは、Wi-Fiは通常、社内だけではなく外出時にも使用しているという

ことです。そもそも接続しているWi-Fiルーターやアクセスポイントがどの様な状態であるかを正確

に把握することは非常に難しく、原則、必ず何らかの問題があるという前提に立つべきだと思いま

す。

図表4：社外のアクセスポイントはコントロールできない

Wi-Fi通信における業務上の情報漏えいリスクを全て受け入れるという判断ができるのであれば

問題ありませんが、そうでない場合は、外部でのWi-Fi通信は、今回発見されたようなWi-Fi通信の

セキュリティに関する標準規格に関する脆弱性の可能性の有無に関わらずVPNによる通信が必須

だと言えるでしょう。それに加えて、今回の脆弱性を考慮した場合、少なくとも一度は、社内のWi-Fi
通信についてもVPNの使用の要否を判断しておくべきでしょう。

http://www.iacdc.com
http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato%40iacdc.com?subject=
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English Rescue by Jennifer：
「Language and Culture」

ジェニファー・スワンソン

November 2017 – Election Day

Last month we discussed mass shootings, and unfortunately, since then there have been 
several more incidents, including a fatal mass shooting at a church in Texas and a terrorist 
attack by truck in New York.  It’s been a hard couple of weeks in America.

However, the life of the democracy moves on.  Tuesday, November 7 was Election Day in 
Virginia (Full disclosure: I live in VA.)  Election Day is set by law as the first Tuesday after the 
first Monday in November. Elections for President, Vice-President and US Congress are held 
in even numbered years.  Presidential elections are held in even numbered years divisible by 
4 (2016, 2020, 2024…).  The state governments determine how to chose the electors for their 
states.  (Electoral College system) 

https://www.270towin.com/maps/2016-actual-electoral-map

Many state and local government offices use Election Day as a matter of convenience and 
cost savings.  Virginia has state and local elections on Election Day in odd years, one year 
after the presidential election.  Election Day is a holiday in some states, including Delaware, 
Hawaii, Kentucky, Montana, New Jersey, New York, Ohio, West Virginia, and the territory 
of Puerto Rico. Some other states require that workers be permitted to take time off with 
pay. California Elections Code Section 14000 provides that employees otherwise unable to 
vote must be allowed two hours off with pay, at the beginning or end of a shift. Some legislators 
have proposed a federal holiday called “Democracy Day” to coincide with Election Day. 
Other movements in the IT and car industries encourage employers to voluntarily give their 
employees paid time off on Election Day.

On Tuesday, November 7, 2017, we elected the Virginia Governor, Lt (Lieutenant) Governor, 
Attorney General and our local state delegates.  VA has an upper and lower house, like the US 
Congress.  Elections are organized and carried out by local jurisdictions: in my case Fairfax 
County.  There are four voting options in Fairfax County.  

1. Vote on Election Day at your designated polling place.
2. Absentee Voting In-Person at the Government Center (Fairfax County Government 

Center, 12000 Government Center Pkwy., Fairfax, VA 22035, Conference Rooms 2/3)
3. Absentee Voting In-Person at Satellite Locations (there are multiple locations to vote on 

Saturdays prior to the election)
4. Absentee Voting by Mail

https://www.270towin.com/maps/2016-actual-electoral-map
http://fairfaxcountygis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37b2db90e0854b84bcf88ece968f026b&shareWithWebMap=true&center=-77.35675,38.853996&level=6
http://fairfaxcountygis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37b2db90e0854b84bcf88ece968f026b&shareWithWebMap=true&center=-77.35675,38.853996&level=6
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https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee.htm

In the past, I have chosen #2 and voted at the Government Center.  I have stood in long lines 
which wind around the offices.  I have never voted #3 or #4, but if I lived out of the country, I 
would vote #4, by mail.  And if I couldn’t get to the polls on Election Day, I would do #2 or #3.  
When we vote Absentee In-Person, in Virginia, we need to write an excuse about why we can’t 
get to the polls on Election Day.  It is an official form and we take it seriously.  I usually choose 
reason “1E- I am working and commuting to/from home for 11 or more hours between 6:00 AM 
and 7:00 PM on Election Day.”  In this case, I have to provide evidence of “Name of employer 
or business and Election Day hours of working and commuting (AM to PM).”

https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/absentee-voting/

In addition, in Virginia, we have to show an official photo ID to be able to vote.  Some states 
require a photo ID.  At the moment, 34 states require a photo ID to vote.  It is a debated hot 
topic, due to the issues surrounding access to photo IDs and voting, especially for elderly, 
minorities and poor people. 

https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/getting-a-photo-id-so-you-can-vote-
is-easy-unless-youre-poor-black-latino-or-elderly/2016/05/23/8d5474ec-20f0-11e6-8690-
f14ca9de2972_story.html?utm_term=.5005b7409748

When we vote, we get a small sticker that says 
“I voted” and we wear it as a badge of pride!  Did 
you see anyone on the Metro or your office with 
this sticker? 

I accidentally put my sticker on upside down this year. J 

〜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、“頻出テーマで はじめてのTOEFLテスト 完全攻略”(高橋書

店：Jennifer Swanson/四軒家 忍 (著))を出版、多方面から楽しい英語レッスンを展開しています。

http://about.me/jenniferswanson

日米協会英語レッスンでは第26期生徒を募集中です。

詳しくは：http://www.jaswdc.org/wp-content/uploads/2016/07/2017-Winter-ELS-
Registration.pdf

https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee.htm
https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/absentee-voting/
https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/getting-a-photo-id-so-you-can-vote-is-easy-unless-youre-poor-black-latino-or-elderly/2016/05/23/8d5474ec-20f0-11e6-8690-f14ca9de2972_story.html?utm_term=.5005b7409748
https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/getting-a-photo-id-so-you-can-vote-is-easy-unless-youre-poor-black-latino-or-elderly/2016/05/23/8d5474ec-20f0-11e6-8690-f14ca9de2972_story.html?utm_term=.5005b7409748
https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/getting-a-photo-id-so-you-can-vote-is-easy-unless-youre-poor-black-latino-or-elderly/2016/05/23/8d5474ec-20f0-11e6-8690-f14ca9de2972_story.html?utm_term=.5005b7409748
http://about.me/jenniferswanson
http://www.jaswdc.org/wp-content/uploads/2016/07/2017-Winter-ELS-Registration.pdf
http://www.jaswdc.org/wp-content/uploads/2016/07/2017-Winter-ELS-Registration.pdf
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皆さんハロウィンは楽しく過ごされたでしょうか？

我が愚息はお菓子をそれほど食べないのにアメリカの

楽しいイベントは兎にも角にも大好きな様で、今年も沢山

のチョコやクッキーを貰ってきてくれました。差別やテロ等

々の悲しく怖いニュースが増えた気がする昨今ですが、少

々ホッとするアメリカの大らかさを感じるイベントです。当

分おやつに事欠かない生活を送れそうですが、運動不足になる冬に向けてカロ

リーが気になるところです。

  
ハロウィンとDaylight Saving Timeが終わり、米国民が最も大切にする休暇シ

ーズンのThanks GivingとX’masが続きますが、昨年はその楽しい雰囲気も大

統領選挙で吹き飛んでしまった感があるのは小生だけでしょうか？ トランプ大統

領のその後の政権運営と、その政権と良好な関係を維持している日本政府の動

きを気にしながらも、今年はせめてゆっくり過ごせる様に祈りたいと思います。

とは言え、10月後半からの数週間は日本の経済団体の訪米が続き日米関係

の重要性や相互ビジネスの積極推進や協力が謳われたわけですが、この号が

出る頃にはトランプ大統領の訪日を含むアジア各国歴訪が終わり、その成果と

影響の議論が始まるんだろうと既に非常に気になっています。　

 
来年の事を言うと鬼が笑うとは言いますが、商工会では既に来年の新年総会

と新春祭の準備を開始しています。鬼が笑っても矢が飛んできても、DCの日本

関係者にとってはこれだけは欠かせないイベントになる様に一同奮起していま

す。と、少々早いHeads upですが、詳細は準備でき次第告知致しますので乞う

ご期待下さい。

吾妻・荒堀

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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