
このページの写真は全てNYで食べたもの

リンゴが多すぎるアップルパイ

生のオイスターとクラムマクドナルドのアンガス牛の上級ハンバーガー

ゴディバの店頭でイチゴにチョコのコーティング



『郷に入っては郷に従え！』という諺があり、日本にいる時は日本の

やり方で、アメリカへ行ったらアメリカのやり方で飲食するのが望まし

いと思います。日米の相違点の要点をまとめておきますので、渡米す

る時の参考にしてください。以前にアメリカに住んでいたことがあります

し、その後も現在に至るまでよく行きます。特にニューヨーク(東海岸)や

ポートランド(西海岸)へ。そしてホテルではなくて親友の各家庭に何週

間とかステイさせてもらっていて、現在のアメリカの家庭生活を体験して

おります。そこで実際に学んだことや体験したことなどで重要と思われ

る点を、以下に列挙しました。もちろん何事にも例外があるでしょうし、

アメリカはとても広い国であり、多民族国家でもありますので、やり方が

地域や時代などによっても多少異なる点があるかもわかりません。



★ビュッフェのトレーは料理の運搬用であり、お膳ではありません。

ビュッフェ・バイキング形式の場合、自分の好きな食べ物や飲み物を

自由に取って、トレーに乗せて席まで運びます。この次が両国で大きく

異なります。すなわち、日本ではお盆・お膳感覚でトレーに飲食物を乗

せたまま食べますが、アメリカではトレーはあくまで運搬する用途だけ

のものとの認識があり、飲食物やナイフ・フォークなど全てをトレーから

降ろして(返却して)から飲食します。このことは実に徹底しています。も

しもトレーに乗せたままで食べている人がいたら、それはたいてい日

本人です。



★料理の乗った皿を持ち上げて食べてはいけません！

アメリカでは、容器を手で持ち上げて口を直接付けて飲むものは、ワ

インやコーヒーなどのグラスやカップに限られています。しかし、日本人

の若い女性でよく見かけるのは、料理の乗った皿を手で持ち上げて、

もう一方の手のフォークで食べている例が結構多くあります。そのよう

に皿を持ち上げて料理を食べてはいけません。これは日本でも同様

で、特に洋食の場合には、料理の乗った皿を持ち上げて食べるのは

日本でも止めた方がベターですが、日本のテレビなどで特に若い女性

が試食会などでそれをやっているのを頻繁に見かけ、気になります。



★みそ汁はお椀に口を付けて飲むのではなく『れんげ』で飲みます

ニューヨークなどには日本食のレストランがたくさんあり、そこで味噌

汁も提供されていますが、日本でやるように、容器のお椀を持ち上げ

て直接口を付けて飲むことはせずに、お椀をテーブルの上に置いたま

まで持ち上げずに、なんと『レンゲ』で味噌汁をすくって飲みます。

また、麺類も色々ありますが、アメリカ人は音を立てずに食べますが、

日本人観光客は日本式に音を立てて食べています。派手にやってい

ると、時々横目でにらまれる例があります。麺類を海外で食べる時は

音がしないように静かに食べましょう。郷に入っては郷に従えです。



アメリカの日本料理レストランでの『みそ汁の飲み方』は
日本とは異なり、お椀を持ち上げずに『レンゲ』で飲む。



★グラスにビールやワインを注いでもらう時はグラスを持ち上げずに

グラスにビールやワインを注いでもらう時に、日本では一般にグラス

を持ち上げて、そこへ注いでもらいますが、アメリカではグラスは持た

ずにテーブルの上に置いたままで、そこへ注いでもらいます。



★小瓶に入った瓶ビールは口飲み (ラッパ飲み) します

小瓶に入った瓶ビールを飲む時は、グラスに注いだりせずに、その

ままラッパ飲みをしています。彼らは、それをお行儀が悪いとは思わな

いのでしょうか。これはアメリカでの不思議な習慣です。



★酒が飲める成人年齢は21歳が多い (州によっては20歳)

日本では満20歳にならないと酒を飲んではいけませんが、アメリカ

ではその年齢は州によって多少異なり、多くは21歳です。日本人は若

く見られますし、未成年者に酒を提供してバレルと罰則が厳しいので、

レストランや酒場では年齢チェックを厳しく行います。自分は20歳だか

ら大丈夫だと思い、堂々とIDとしてパスポートを見せたところ、その州

は21歳以上でないといけないのでアウトだった例をいくつも知っており

ます。この微妙な年齢の方、ご注意ください。20歳だからどの州でも酒

が飲めると思ってはいけません。21歳ならどの州でも大丈夫ですが。



★丸ごとのエビ・カニなどを注文すると味噌は除去されて出てくる

カニやロブスターを丸ごと一匹茹でたり焼いたりしてもらった場合に、

日本人はその味噌を好む人が多く、黙っていても日本ではその味噌も

付いたまま出されますが、アメリカではカニやロブスターの味噌は不要

な内臓で、食べるものではないと思われていて、決して食べません。そ

のために、 レベルの高い店ほど、親切にも(？)不要な味噌は完全に取

り除いて出てきます。日本人にしたら味噌が美味しいのに、なんで勝手

に除去するの！となりますが、両国の習慣の違いなのでどうにもなりま

せん。味噌が欲しければ、注文する時に味噌を取り除かないように言

わないといけません。私は、ずっと以前にニューヨークのFour Seasons

のレストランで、その『味噌抜き』を最初に体験し、驚きました。



ニューヨークへ行くと必ず食べに行く郊外のシーフードレストラン “Sammys”
ロブスター、生オイスター、生クラムなどをいつも食べます。
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そのレストランの外観





★握りずしは手袋をはめて握り、回転寿司には透明のカバーが かぶ
せられて回っている (法律による規制)。

すしを握ってもらう場合のことですが、食品衛生法の関係で、素手で

握るのはダメで、薄いビニールの手袋をして握りますので、衛生的には

良いかもわかりませんが、見た目が良くなくて美味しそうに見えません。

今やアメリカに回転ずし店もあちこちにありますが、やはり食品衛生法

で規制されているので、すしがオープンのまま大勢の客の前で回転す

ることはダメで、全ての回っている寿司に透明の蓋がしてあります。

アメリカの寿司は、日本のような巻き寿司や握り寿司よりもXXXロー

ルと呼ぶ次のページの写真のようなロール寿司の方が一般的です。

“California Roll”は日本でもよく知られてます。



アメリカの典型的な寿司の色々
アボカドやサーモンがよく使われる



★リンゴは皮をむかずに皮ごと食べる

リンゴは、皮をむかずに丸ごと食べます。通常はジーンズで皮を拭い

てから。芯の部分は、わずかに残すのみです。日本人のように器用に

包丁でリンゴの皮をすいすいむける人はいません。その皮むきを実演

して見せてあげると、アメリカ人なら Amazing ! と叫びます。

以前にアメリカに住んでいた時に、アメリカ人を招いてパーティーをし

た際に、日本で普通にやるように、リンゴの皮をむいて芯を取り、食べ

やすくして出したところ、こんなリンゴの食べ方は見たことがないと目を

丸くして驚いていました。そして取った芯の周辺に食べられる部分が多

く残っているので、それを回収して食べていたのをよく覚えています。

アメリカ人にも『もったいない』精神があるのですねー。



★わざわざ『アメリカンコーヒー』とは言わない

スタバなどのような新しいタイプの喫茶店ができてからは情勢が少し

変わってきましたが、日本ではもっと以前からアイスコーヒーは普通の

ポピュラーな飲み物でしたが、アメリカではコーヒーは普通はホットで

飲むものでした。しかも薄いアメリカンコーヒーを。しかし、アメリカでは

わざわざ『アメリカンコーヒー』という必要はありません。普通に飲んで

いるのがそれだからです。アメリカでは紅茶をアイスで飲むことが多い

ようです。特に食事の時に。



★レストランでは各テーブルごとに担当者が決まっておりレジはない

日本では、どのウエイトレス・ウエイターに注文しても構わないのです

が、アメリカのレストランでは、各テーブルの担当者が決まっていて、そ

の自分の担当者に注文などを言わないといけません。支払いも、その

担当者に直接、座席でします。出口付近にレジはありませんので、食

事の後すぐに次の予定があって急いでいる時など、担当者が見当たら

なくて、なかなか支払いができずに、イライラすることが時々ありますの

でご注意ください。自分の担当者以外には、注文も支払いもできず、し

ようとしても、何も言わずに無視して通過して行きますので、この習慣を

知らないと頭にくると思います。



★自販機はほとんど置いてない (逆に日本はあり過ぎる)

日本は、どこへ行っても飲み物などの自販機がたくさんあり、いつで

も簡単に飲み物が買えてとても便利ですが、アメリカには自販機はほ

とんどありません。聞いた話では、ずっと以前にニューヨークで自販機

を設置したところ、一晩のうちに自販機ごと盗まれたそうです。こじ開け

てお金を取られたこともよくあったらしいので置かないそうです。余談で

すが、駐車場に止めてあった車からタイヤが盗まれたり、ダッシュボー

ドに置いてあったクオーター硬貨(25セント)が、フロントガラスを割って

盗まれたり、なんとエアコンの室外機までも盗まれたりするそうです。

日本ではエアコンの室外機が盗まれるなんて全く考えられませんが、

まさに『所変われば取られる物も変わる』ですねー。



★一品ごとの料理の量が多い

アメリカの各料理は、日本と比べると一品の量がかなり多い。たとえ

ばステーキの肉は皿からはみ出している。さらに日本では高級な霜降

り肉は、アメリカではあまりポピュラーではないし、柔らかすぎて変だ、

腐っているのではないかと言う人までいる。レストランでウエイターの

薦めに従って、話に乗って前菜、スープ、サラダ、魚、肉、デザートと一

式を注文したら、量が多くてとても食べ切れないことが多いので、フル

コースをアラカルトで一人で注文すると一般に多すぎる。アメリカ人は

皆さん胃拡張か？ 一人前を２人でシェアーしたらちょうどくらいのこと

が多い。日本人がよく来る店では、日本人の胃のサイズをよく理解して

いてくれているので、遠慮することはありません。日本人は、料理を残

すと店に悪いとかもったいないという感情が沸き、無理して食べます。



★数詞は名詞の前に

日本では、たとえば『リンゴ２個ください』のように、名詞を数詞の前に

言いますが、英語ではその逆で、数詞を先にして “two apples” のよう

に言います。

次のような冗談の笑い話があります。ニューヨークのGrand Central

StationからボストンまでMetro Northの列車で一人で行こうとして切符

を窓口で買う時に、“to Boston” と言ったら２枚くれたので、次に “for 

Boston” と言ったら４枚くれた。おかしいなー、何と言うのかなーと考え

ながら『えーと』とつぶやいたら８枚くれたそうです。こんなのは嘘に決

まっていますが、面白いですねー。 『ボストン行き急行』を英訳すると

“Express for Boston” で、forはbound forのことはよく知られています。



★日本独特の喫茶店専用の変な和製英語

日本では『ホット・コーヒー』のことを単に『ホット』と言います。さらに

『クリーム』のことを『フレッシュ』と言います。『熱い』や『新鮮な』だけで

は、その後に名詞がなく、形容詞だけでは何のことかさっぱりわかりま

せん。こんな和製英語が、アメリカで通用するとはだれも思わないで

しょう。しかし、コーヒーに『フレッシュ』を入れたいが、『フレッシュ』の

ことを英語で何というのかわからなくて『ミルクもください』と言ったら、

グラス一杯のたっぷりの量の普通の牛乳が届いたという実話がありま

す。



★喫茶店やレストランでの注文する時の言い方

日本では注文の際に、『僕はカプチーノ』、『私は紅茶』などのような

注文の仕方をしますので、そのまま直訳して『アメリカン・コーヒー』を注

文しようとして “I am American.” と言って注文した教え子がいました。

コーヒーの分類でアメリカン・コーヒーとわざわざ言いませんし、それを

聞いた店の人は『アメリカン・コーヒー』を注文しているとは夢にも思わ

ずに、日本人のようだけどアメリカ国籍を取っている人かなあと思い、

“Oh, really? You are an American! By the way what do you want 

to drink ?” と聞かれたそうです。この場合、最もシンプルには単に

“Coffee please” だけでもOKで、これだけで“hot”な“American”のコー

ヒーの注文が完了です。店によっては、さらにサイズも言います。



アメリカ人の親友に飲食店で注文する時の言い方を今回メールで問

い合わせたところ、次のような回答でした。仮にAというものを注文する

時の言い方の色々ですが、日本人ではすぐには出てきませんねー：

★ Let me have A.

★ May I have A? 

★ Could I have A? 

★ I am going to have A.

★ I’ll have A. ← ニューヨークではこれをよく聞きます。 実際には

I have A. のように聞こえますが。

いずれにしろ注文には “have”という単語を使います。アメリカ経験の

ない日本人では、この“have”は、とても思いつかないことでしょう。



★『モーニング・サービス』とは『朝の礼拝』のこと
名古屋発祥と言われている『モーニング・サービス』は、日本では誰で

も知っている喫茶店での大サービスの朝食のことです。余談ながら、名
古屋には開店から閉店までの終日、『モーニング・サービス』をやってい
る店があります。さらに名古屋では、コーヒーを注文しただけなのに、
ピーナッツが小皿に乗って付いてきます。これはサービスなので、こん
なの注文していないよ！なんて文句を言わないようにしてください。私
の研究領域の一分野のビタミンですが、コーヒーにもピーナッツにもビ
タミンの一種であるニコチン酸(ビタミンＢ3)が非常に多く含まれており、
コレステロール低下をはじめ色々な効能があります。

日本のことを知らないアメリカ人ならば、『モーニング・サービス』と聞
けば、『朝の礼拝』のことだと思うことでしょう。日本のような朝食の『モー
ニング・サービス』はアメリカにはありませんし、英語の “service” には
『礼拝』という意味がありますので。



ニコチン酸含量が特に高い一般的な食品上位10品目
(含量： mg/100g 可食部)

まいたけ(乾燥) 64.1
インスタントコーヒー(粉末) 47.0
パン酵母(乾燥) 22.0
らっかせい(いり) 17.0
しいたけ(干) 16.8
ピーナッツバター 16.2
とうがらし(果実・乾燥) 14.0
味付け海苔 12.0
パセリ(乾燥) 11.7
とうがらし粉末 11.3



★パスタを食べる時はフォークのみで食べ、スプーンは使わない

日本ではパスタを食べる時は、一般に右手にフォーク、左手にスプー

ンを持って、パスタをくるくるとスプーンの上で巻いて食べます。しかしこ

れは、日本独特の食べ方と言っても過言ではない食べ方です。アメリカ

や他国でもそれをする人が皆無とは言えませんが、正式な食べ方では

ありません。

念のためにイタリア人の親友の料理人にも聞きましたが、本場のイタ

リアでも、一般にスプーンは使わないとのことです。



次ページのニューヨークのイタリアンレストランで食べたシーフードパスタ
具が多すぎて下の麺がほとんど見えない



ニューヨークへ行った時にはよく食べに行くイタリアンレストラン “Dazies”
クリスマスの飾り付けが見える



★アメリカでは基本的に『白ごはん』を食べない

なのでレストランで食事をする時に、日本のようにパンかライスの選

択はなく、パンに決まっている。最初からテーブルの上に小型パンの盛

り合わせが籠に入って置いてあることが多い。さらにお代わり自由。

日本でも高級レストランでは、ライスはなくてパンに決まっているし、

最初にソムリエがワインリストを持って来て、ワインの注文を聞いてくれ

る。高級レストランには、一本30万円以上もする非常に高価なワイン

もあるので、注文する時には値段に要注意！ いい加減に注文すると

支払いの時に、高額請求書に度胆を抜きます！

次ページにアメリカの様子を箇条書きしておきます。



★レストランで食べ残したらお持ち帰りをするのが当たり前
★ファストフードの店からテイクアウトするのが大好き
★軽食にはハンバーガーとソーダ水(コーラなど)が大好き
★家庭であまり凝った料理をしない
★煙が出るとか、においが強い料理は室外で調理する。たとえば

ステーキなどは屋外の裏庭などで焼く
★家庭には小皿(さしみ醤油入れのようなサイズの)や取り皿がない
★使用後の食器は、手洗いでなくてディッシュ・ウオッシャーで洗う
★まな板の上で野菜を包丁で小さく切ることは、ほとんどない。需要が

少ないので、まな板があまり売っていない。細断が必要ならばフード
プロセッサーでする。これは手先が不器用なことも一因か。

★野菜は基本的に生で食べることが多い。たとえばニンジン、マッシュ
ルームでさえも生で食べる。

★レストランで飲む飲料水(ミネラルウオーター)は有料



こんなので裏庭などで肉などを焼く
ポートランドの親友の家で撮影



アメリカでは、このような焼肉器のことをなぜか“HIBACHI”(火鉢) という。
さらにその料理も“HIBACHI”ということがある。日本の火鉢とは違う！



i

奈良市内で買った
奈良限定販売のコカ・コーラ

250ml

ニューヨークで買ったコカ・コーラ
8.5 FL OZ (251mL)


