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●相違点１	 スタート前のセレモニー	 

日本では君が代は歌わない	 

アメリカではスタート前に国歌「星条旗よ永遠

なれ」斉唱（ミュージカルスターが歌った）	 

●相違点２	 沿道の声援	 

日本は「がんばれー！」（目一杯のときに言わ

れると重荷になりなることがあります）	 

アメリカは、”GOOD	 JOB”日本語では「よく頑

張ってるね！」という感じでしょうか。他に

は”オー”とか”イエー”とかの奇声の嵐	 

●相違点３	 応援の音楽	 

日本では和太鼓、中高生のブラスバンド	 

アメリカでは、レゲー音楽、ロシアダンス、ロ

ックミュージック	 

相違点４	 給水所のドリンク	 

日本では、アクエリアスやポカリスエットなど

白濁したスポーツドリンク	 

アメリカでは、黄色くケバい色をしたゲータレ

ード（アメリカ人は白いものではパワーを感じ

ないのかな？）	 

●相違点５	 メダル	 

日本ではハーフレベルでは、フィ

ニシャーズメダルはない	 

今回は、フィニッシャーズメダル

があってとても嬉しかった	 

●相違点６	 スターターの音	 

日本では、ピストルの空砲が一般的	 

アメリカでは、「プー」という電子音（水泳競

技のスタート音のような感じ）	 

※NY で早朝よりピストル音は問

題があるのでしょう。	 

他にも、文化の違いを感じること

が多々あり、そんな観察をしなが

ら走っていると走る辛さも半減

し、好奇心を満たしてくれるイベ

ントとなりました。	 

1

３／１８ 念願の海外初マラソン 

	 これまで海外出張の際には、

それぞれの地でランニングを行

い、GPS 付きの時計で走った軌

跡を GOOGLE マップ上に残して

きました。３年前に来た時は、

東京マラソンンの直前だったこ

ともあり、３日間セントラルパ

ークを南北に往復し、約３０キ

ロ走ったりました。	 

今回は海外初の大会参

加でした。３年前から

夢であった NY のマラ

ソン参加が実現できま

した。記録は１時間５

９分５４秒で目標の２

時間に６秒残してのフ

ィニッシュとなりまし

た。コースはセントラ

ルパークを１周し、ミュージカルのメッカであ

るブロードウエイ（タイムズスクエアー地点）

の大歓声の中を通り抜け、ハドソン川の側を南

下し、ウォール・ストリート東のシーポートで

ゴール。途中の応援

も凄くて、ニューヨ

ークの街を満喫した

２１キロでした。超

満足でした。	 

ちなみに、トップのケニアの選手は 59 分 39

秒、日本からは箱根駅伝で東洋大の総合優勝に

貢献した設楽悠太選手が 1時間 1分 48 秒で 14

位、大津顕杜選手が 1時間 3分 15 秒で 25 位で

フィニッシュしていたそうです。	 

	 

◆マラソン日米比較 

走っているとマラソン大会にも日米の文化の違

いに気づくことが多々ありました。なかかな、

面白かったので整理してみました。	 

	 

	 

ＮＹハーフマラソン参戦 
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グランドゼロの復興 
	 右の写真は９．１１で破壊された

ワールドトレードセンタービルの跡

地に立てられている新しいビルで

す。テロには屈しないというアメリ

カの意志がこの地の復興に

表れています。現在は工事

中で近寄り難い場所となっ

ていますが、もう数年する

とあらたな名所となることでしょう。	 

 

アメリカンなステーキを 
 アメリカに来たのだからア
メリカ的な食べ物をと思い、日

本でステーキレストランを予約

しておきました。約２０年前に

来た時に偶然見つけて入って、

「アメリカのステーキって美味

いんだ」と感銘を受けたお店でした。是非、そ

の味と雰囲気を味わいたいと思い、再び訪れま

した。そのレストランは５２ストリート・ウエ

スト。ブロードウエイの近くのGallagher's 
Steak House。８０年以上続く老舗のステーキ
ハウスで、ベーブルースやライザミネリなど昔

の有名野球選手や俳優等が訪れたそうです。

1927年、ニューヨークでは禁酒法のもとアルコ
ール度数の高いお酒とステ

ーキの販売が禁止されてい

た時代に、密かにステーキ

とお酒を販売していたのが

ギャラガーズだそうです。 
予約していたこともあり、直に席に通されウエ

イターも愛想がよく、楽しい時間を過ごすこと

が出来ました。因に注文したのは１４オンス

（４００g弱）の骨付きサーロイン・ステー
キ。おいしさの秘密は３６度で２１日間熟成さ

れた牛肉を自然のヒッコリー炭で焼き上げると

いう特別なものだそうです。噛めば噛むほど味

が出てきて病み付きになる

ボリューム満点のステーキ

です。ラスベガスにも姉妹

店がありますので機会があ

ればお試しください。	 

1

マンハッタン島南端からスタート 
	 JFK国際空港について、イエローキャブでマン

ハッタンへ向います。タクシーや地下鉄という

とかつては怖いイメージがありましたが、今は

大丈夫なようです。空港でマンハッタンへ行く

ことを伝えると、チップ込みの６０ドルだと言

われ、安心して乗れました。安全な街のイメー

ジづくりの配慮がされているように思います。	 

今回のニューヨークは、マラソンのゴール地点

近くのホテルを取っ

て、活動の拠点としま

した。ホテルの前のバ

ッテリーパーク（かつ

て砲台があった場所が

公園になっている、日本でいうと

お台場のようなところ）からは自

由の女神が見え、ウォール・スト

リートも徒歩圏です。そこにはバ

ッファローのモニュメントがあ

り、ここはアメリカだーと言う感

じがします。	 

	 

	 	 

	 	 	 	 

	 	 

	 

	 ウォール・ストリートと言えばＮＹ証券取引

所、世界経済を震撼させ、私たちの生活にも大

きな影響を及ぼしたリーマンショックの震源地

であります。高層ビルの立ち並ぶほんの一角で

そんな大きな影響を及ぼすとは思えない程で

す。	 

３年前に来た時はリーマンショックの直後で、

スーツ姿で歩くビジネスマンの姿はあまり見ま

せんでしたが、今回は多くの金融マンの姿を見	 

かけたものの、闊歩しているという感じはしな

かったです。	 

日本のニュースでも取り上げ

られている金持ち優遇の政策

に反対するデモが証券取引所

の前で行われていましたが、

多くの観光客の目からすれば

一つの写真の被写体にすぎな

いという感じでした。	 

	 

NY散策（１）マンハッタン島南端の風景など 
まh 
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に超える素晴らしさでした。 
是非、一度ご覧になってはいかがでしょう

か。まずは、DVDで映画を、できれば本場NY
で生のミュージカルを！ 
  
ニューヨークの夜景 

	 ニューヨーク一番の繁華街、ブロード・ウ

ェイの中心にあるのがタイムズ・スクエア。

ビルごと電飾された広告で真昼のような明る

さです。人が溢れ大変な混雑でまっすぐ歩く

こともできませ

ん。ドラッグス

トアの前でサッ

クスを吹くスト

リートミュージ

シャンにも出会

い「これこそアメリカ！」と言

う感じです。	 

そして、ニューヨークの夜と言

えば、ジャズと夜景。両方とも	 

ＮＹ赴任中の友人に連れていっ

て貰いました。ジャズといえば

ブルーノート、夜景と言えばエ

ンパイヤーステートビルから見下ろす３６０

度のニューヨーク全景。そしてイーストリバ

ーの東側から見るブルックリン橋と水面に映

るマンハッタン。いずれもお登りさんコース

ですが、初ニューヨークの家内の為に連れて

いって貰いました。何度見てもなかなかの絶

景です。マラソン後の夜景ツアーでしたので

意識朦朧で、まさしく夢見心地の時間を過ご

せました。準備段階からガイドまでを引き受

けてくれた藤井くんに感謝です。	 

	 

	 

1

本場のミュージカルを堪能 

	 日本でもたまに観に行くミュージカル。本

場で是非観たいと思い友人に頼

んでチケットを取ってもらいま

した。今回は「オペラ座の怪

人」と「マンマ・ミーア」。マ

ンマ・ミーアは今回が始めてで

とても楽しく最後には他のお客

と共にスタンディング・オーベ

ーションになりました。	 

	  
◆Mamma Mia!とは 
	 このミュージカルは、ABBA のヒット曲２
２曲にて構成されているミュージカルで、１

９９９年４月６日から今でもロングランされ

ている公演でミュージカルの代表です。スト

ーリーは、舞台はギリシャ・エーゲ海の架空

の島にあるホテル。ホテルのオーナーである

ドナ・シェリダンと娘のソフィーは、親子二

人で仲良く暮らしていた。結婚式を真近な迫

った娘ソフィーは母の日記を盗み読みし、自

分の父親候補が３人いることに気付き、その

3人の男性に母ドナの名前で招待状を送って
いたのだった。父

親候補のサム、ハ

リー、ビルはそん

な事情も知らず

に、2２０年ぶりに
ドナに会いに戻ってくる．．． 
その後はお楽しみということで。 
 
◆弾ける中年の男女 
	 このミュージカルが何故、私のようなオヤ

ジでも面白いかというと、まずヒロインとそ

の友達２人、父親候補３人がいずれも５０歳

程の男女で、同じ世代として共感する部分が

多いということ。そして、ヒロインとその２

人の友達が、羞恥心を捨て弾けて歌いまくり

踊りまくること。まるで２０歳程度かと思う

程に。全体を通して下ネタも多く、気取った

ところがなくコメディタッチになっているこ

とです。元気を貰うとは、本当にこんなこと

を言うのだと思いました。観る前は、あまり

期待をしていなかったのですが、予想を遥か

NY散策（２）夜のニューヨーク 
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私の好きなターナ

ーもあります。 

 

 

中世の甲冑コーナ

ーには戦国時代の鎧も展示

されています。 

 

 

 

 

東洋のコーナーには神秘的でエロチックな

彫刻もあります。 

日本コーナーには安藤広重の東海道五十三

次もあります。ヨーロッパやアメリカで

は、大胆な構図などとともに、青色、特に

藍色の美しさで評価が高いようです。 

21

セントラルパーク 

何と言っても絵になる風景。右

の塔はコロンンブスの塔です。	 

 

 

 

 

メトロポリタン美術館 

世界中の名画が集まっています。日本と違って

写真は撮り放題です！	 

 

 

 

ゴッホ、ルノアール、モネ、セザンヌ、ゴーギ

ャンまで一挙勢揃いです。	 

NY散策（３）セントラルパーク＆メトロポリタン美術館 
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くれ、スタッフには好感を持ちました。	 

実はこんなこともありました、マラソンの前日

ゼッケンをつける安全ピンが足りなくなって困

り、文法無視の英語でメモを置いて出かけまし

た。夜部屋に戻るとベッドメイキングの人が安

全ピンを４本用意してくれていました。これは

とても助かり、普通のホテル

ではあまり期待できないこと

だと思います。そんな話を友

人にすると「ヒルトンやマリ

オットに比べればフロントの

対応姿勢は優れている」と言

いました。	 	 	 

	 今回、ニューヨークからラ

スベガスを経由して帰ってきたのですが、ラス

ベガスの中央に位置するパリスというホテルに

代理店経由で予約をしていました。ところがホ

テルに到着すると「君の予約はキャンセルされ

ているので泊められない」と言われ、フロント

のマネジャーは厳しい顔でそのことを繰り返す

ばかりで、こちらの問題を解決しようとは全く

しませんでした。同じ有名なホテルでもこれほ

ど迄にホスピタリティーに差があるものかとび

っくりさせられました。	 

	 

マナーは 中国＜日本＜アメリカ 
 マナーの良さが日本人の長所と思っていまし
たがさにあらず。アメリカ人は、体が触れたり

すると直に“Sorry”と言います。人の前を通る
時には必ず“Excuse me”といいます。エレベ
ーターでは、知らない人にも“Good morning”
と声かを掛け、降りる時には人に先を譲りま

す。交差点では車は歩行者を待ってくれまし

た。日本では知らない人に挨拶はしませんし、

人にぶつかっても知らない顔で立ち去る人も少

なくありません。中国はあまり人に先を譲る習

慣がないようです。車も歩行者優先という習慣

もルールもなく、信号もあてになりません。ジ

ョギングをする時には、青信号でも車を制して

走らねばなりません。中国人のマナーが悪いと

いう日本人が多いのですが、それはともかく、

最近の日本人のマナーの悪さを認識し、直さな

いと日本人の美徳が失われてしまいます。これ

が国際的に見ても日本人の地位を引き下げてし

まうことになる危機感を持ちました。 

1

習慣の違い 
	 外国に行くと生活習慣や商習慣に戸惑いま

す。いい悪いではなく習慣の違いというものが

あり、好感をもったり不快感を感じたりしま

す。今回もいくつか感じたことがあり、最近頻

繁に行っている中国と日本、そしてアメリカと

の比較してみたいと思います。	 

	 

サービスは アメリカ＜中国＜日本 
	 今回は贅沢してリッツカー

ルトン・バッテリーパークに

３泊することにしました。セ

ントラルパークに面したとこ

ろと比べ格安ですが一泊３万

３０００円でした。大阪や東

京のリッツカールをイメージ

して行ったので、設備やアメ

リニティーにははっきり言っ

てかなりがっかりでした。他のリッツカールト

ンにある豪華さはありませんし、部屋には歯ブ

ラシ、スリッパ、パジャマなどはありません。

下手な英語を駆使して歯ブラシとスリッパは持

ってきてもらいましたが、パジャマは備え付け

が無いとのことでした。	 

これはスタッフのホスピタリティーの問題では

なく、アメリカにはそのようのサービスが無い

のが当たり前なのでしょう。フェイスブックに

不満をぶちまけた私に友人が「アメリカに日本

のサービスを求めてもダメだよ」と諭されまし

た。リッツカールトンの大阪や東京はアメリカ

の本部から厳しく指導されたと聞いていました

から意外でした。日本では一泊６０００円程度

のビジネスホテルでも歯ブラシ、スリッパ、寝

間着の備品は当たり前です。上海で利用する一

泊４５０元（約６０００円）のホテルでも、歯

ブラシ、スリッパ、浴衣、ウォシュレットが備

え付けられています。	 

 

ホスピタリティーは千差万別 
	 リッツカールトンのハード面には不満があり

ましたが、良いこともありました。スタッフた

ちは、常に笑顔で親切でゆっくりとはっきりと

分かり易く話してくれました。深夜に下手な英

語でのクレームに何とか期待に応えようとして

日米中の文化比較 
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間を徳目の一つに捧げて、年に 4回この過程
を繰り返した。 

１３の徳とは 

１．	 節制：飽くほど食うなかれ。酔うまで飲む

なかれ。 

２．	 沈黙：自他に益なきことを語るなかれ。駄

弁を弄するなかれ。 

３．	 規律：物はすべて所を定めて置くべし。仕

事はすべて時を定めてなすべし。 

４．	 決断：なすべきをなさんと決心すべし。決

心したることは必ず実行すべし。 

５．	 節約：自他に益なきことに金銭を費やすな

かれ。すなわち、浪費するなかれ。 

６．	 勤勉：時間を空費するなかれ。つねに何か

益あることに従うべし。無用の行いはすべ

て断つべし。 

７．	 誠実：詐りを用いて人を害するなかれ。心

事は無邪気に公正に保つべし。口に出だす

こともまた然るべし。 

８．	 正義：他人の利益を傷つけ、あるいは与う

べきを与えずして人に損害を及ぼすべから

ず。 

９．	 中庸：極端を避くべし。たとえ不法を受

け、憤りに値すと思うとも激怒を慎むべ

し。 

１０．	 清潔：身体、衣服、住居に不潔を黙認すべ

からず。 

１１．	 平静：小事、日常茶飯事、または避けがた

き出来事に平静を失うなかれ。 

１２．	 純潔：性交はもっぱら健康ないし子孫のた

めにのみ行い、これにふけりて頭脳を鈍ら

せ身体を弱め、または自他の平安ないし信

用を傷つけるがごときことあるべからず。 

１３．	 謙譲：イエスおよびソクラテスに見習うべ

し。	 

洋の東西を問わない内容ですが、耳の痛いこ

とばかりです。自己採点すると３０点程度で

しょう。あなたは何点とれそうですか？

（笑）	 

1

アメリカの福沢諭吉 

アメリカの紙幣は１

ドルから１００ドル

まで７種類ですが、

紙幣に使われてい

る顔写真は１ドル

がジョージ・ワシ

ントン、１００ド

ルがベンジャミン・フランクリンです。日本

で言えば１万円札に使われているかつての聖

徳太子や現在の福沢諭吉のような人というこ

とになります。日本での知名度でワシントン

や５ドルのリンカーンでしょう。ではベンジ

ャミン・フランクリンとはどんな人か？ 
 
Benjamin Franklin 
1706年 1月 6日に生まれ 1790年 4月 17日
まで生きた彼は、アメリカ合衆国の政治家、

外交官、著述家、物理学者、気象学者。 
印刷業で成功を収めた後、政界に進出しアメ

リカ独立に多大な貢献をした。1777年、アメ
リカ独立宣言の起草委員となり、トーマス・

ジェファーソンらと共に最初に署名した 5人
の政治家のうちの 1人となった。また、凧を
用いた実験で、雷が electricity（電気）である
ことを明らかにしたことでも知られている。 
勤勉性、探究心の強さ、合理主義、社会活動

への参加という 18世紀における近代的人間
像を象徴する人物。己を含めて権力の集中を

嫌った人間性は、個人崇拝を敬遠するアメリ

カの国民性を超え、すべ

てのヤンキーの父として

讃えられる。『フランク

リン自伝』はアメリカの

ロング・ベストセラーの

一つである。 
 

●	 フランクリンの十三徳  

『自伝』によると、1728年ごろに彼は「道徳
的完全に到達する大胆で難儀な計画」を思い

ついた。この理想を実行するため、自らの信

念を１３の徳目にまとめた。彼は毎週、一週

今月の古典 USA版 
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