
ＣＩＲレポート１２月号（アメリカ） 

 

「２０１６年のアメリカを振り返ってみよう！」   

国際交流員 ローラ・リー（アメリカ） 

 

 

年の終わりが近づくと、たくさんの人々は１年間の出来事を振り返ります。アメリカ人に

とって、２０１６年はショックや驚きが多く、新たな出来事もありました。注目の出来事を

以下に書きました。 

 

１月：世界保健機関により、南米・北米に、先天性障害や神経学的兆

候を起こすジカウイルス感染症が発生しました。 

 

２月：オスカーアカデミー賞で、俳優のレオナルド・ディカプリオが

６度目のノミネートで、ようやく初オスカー「主演男優賞」を受賞し 

ました。スピーチでは、地球温暖化のおそれを強調しました。 

 

３月：グーグル・ディープマインド社が開発した人工知能「アルファ

碁」は、世界最強の棋士の韓国のイ・セドル九段に２５００年間の歴

史を持つ囲碁に４対１で勝利しました。 

 

４月：感動を与えた、人気曲「鳩が泣いてる」と「キス」を作曲し 

たアメリカンアーティスト、プリンスは薬物の大量摂取で亡くなり 

ました。 

 

５月：動物園の飼育エリアに転落した３歳の男児がシルバーバック 

ゴリラ「ハランビ」に恐われ、そのゴリラは動物園の飼育係に射殺 

されました。 

 

６月：自分の権利や信念を支持した、米国プロボクシングのモハメ 

ド・アリ氏は７４歳で亡くなりました。 

オーランド州のゲイ・ナイトクラブ「パルス」は、ＬＧＢＴの人達に

対するヘイトクライムにおいて標的とされており、銃乱射事件とし 

て、また、ＬＧＢＴに対する暴力として、米国史上最悪の事件が起 

きました。 

 

 

 



 

７月：ナイアンティック社が開発した、プレーヤーは近所で歩きポケ

ットモンスターを集めるポケモンＧＯのアプリゲームがリリースされ、

西洋世界に一世を風靡しました。 

 

８月：南ルイジアナ州ではものすごい量の雨が降り、２０１２年のハ

リケーン・サンディ以来、この洪水は米国史上最悪の災害だといわれ

ました。 

 

９月： 新しい iPhone７が発売され、ヘッドホン端子が廃止されたが、

電池の長持ち、優秀なカメラ機能と防水などの改善がありました。 

 

１０月：歌手と作曲家のボブ・ディラン氏はノーベル文学賞を受賞し

ました。ネットで話題になった、ビデオカメラの前で立ち止まってマ

ネキンの様にポーズするマネキン挑戦が広がりました。ポール・マッ

カートニーとミシェル・オバマなどの有名な人も参加しました。 

 

１１月：トランプ氏は次期大統領になりました。３千万人の人気投票

で負けましたが、選挙人団投票で当選しました。 

 

１２月：数か月に及ぶ反対派の先住民族の闘いの後、米軍はノースダ

コタ州にパイプライン建設を認めないと判断しました。 

 

 

私の中で一番驚いたニュースはやはり、１１月に行われたトランプ氏大統領の当選です。

一般投票ではクリントン氏が勝っていましたが、結果は、マスコミや専門家が選挙日前に予

想した内容とは違い、選挙人投票でトランプ氏は圧勝しました。選挙の投票結果を見れば、

国の進むべき方向に関してアメリカ人の考えが明確に分かれていることがわかりました。 

私は、２０１７年に向け、アメリカ人として次期大統領トランプ氏が公約を実現している

かを注視したいと思います。彼がアメリカのために働いてくれることを望んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Let’s look back on 2016 in the U.S.A.! 

 

As the year winds down to a close, many people take this time to look back and reflect on what has 

happened through the course of the year. For the U.S., 2016 was full of shocks and surprises for one, but 

a time for new innovations to appear. Here are some of the notable events. 

 

January: The World Health Organization announces the Zika virus outbreak in South and North America 

that can cause birth defects and neurological problems. 

February: Actor Leonardo Di Caprio finally wins his first Oscar as Best Actor after 6 nominations. In his 

speech, he highlights messages such as the threat of global warming. 

March: Google's DeepMind artificial intelligence AlphaGo wins Go, the 2,500 year old game, against 

Korean grandmaster Lee Sedol 4-1. 

April: The influential American artist Prince, the writer of “When Doves Cry” and “Kiss” dies from 

accidental drug overdose. 

May: Silverback gorilla, Harambe, was shot after zoo keepers feared for the life of the 3-year-old boy who 

fell into the enclosure. 

June: The American athlete Muhammad Ali, a legend for standing up for his rights and beliefs, dies at the 

age of 74. The gay nightclub in Orlando, Pulse, was targeted in a hate crime against LGBT people, and is 

recorded as the deadliest mass shooting by a single shooter and deadliest incident of violence against 

LGBT people in US history. 

July: Pokemon Go, the mobile game where players can catch Pokemon by walking around their 

neighborhood, is released by Niantic, sweeping the Western world by storm. 

August: Southern Louisiana experienced the worst flooding from prolonged rainfall and is said to be the 

worst US natural disaster since Hurricane Sandy in 2012. 

September: The new iPhone 7 is released with no ear phone jack but longer battery life, better camera 

functions, and water proof. 

October: Musician and song-writer Bob Dylan wins the Nobel Prize in Literature. The online craze 

Mannequin Challenge spreads, with people such as the Paul McCartney and Michelle Obama, posing as 

mannequins in a scene in front of a video camera. 

November: Trump becomes president-elect winning the Electoral College but losing the popular vote by 

nearly 3 million votes. 

December: US army decides it will not allow an oil pipeline to be built in North Dakota, after months of 

protests by The Standing Rock Sioux Tribe. 

 

The most shocking news for me is most likely that Trump won the election in November. Clinton won the 

popular vote; however, unlike what the media and specialists predicted before the election, Trump won 

the Electoral College with a large lead. It was clear that the country is split between what is the best 

direction for the country’s future. Going forward towards 2017, as an American, I will be watching closely 

whether he will be able to implement the statements he says, and I hope that he will be able to act for the 



American people. 

 


