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誠意、熱意、向上心―

日本企業の人事担当者が明かす「私が採用したい中国人」
第2特集●IT最前線

ITツールで賢く過ごす日本のビジネス＆留学ライフ
開催記念

第18回日中友好の声日本語中国語弁論大会
第4回日中友好の声 全中国日本語弁論グランドチャンピオン大会

北京放送東京支局長 張国清インタビュー
ゲスト：鄭 剣豪（剣豪集団株式会社 取締役会長）

日中友好の波を奔流に!!

賀 祝

中華人民共和国駐日本国
特命全権大使

崔 天凱

この度は「第18回日中友好の声日本
語中国語弁論大会」および「第4回全
中国日本語弁論グランドチャンピオン
大会」の開催に際し、中華人民共和国
駐日本国大使館を代表し、謹んでお祝
い申し上げます。
中日友好の長い歴史の中で、文化交
流は一貫して、かけがえのない重要な
役割を果たしてきました。この弁論大
会を通して、中日の青年がお互いの理
解と友情を一段と深め、中日の友好交
流活動の歩みが絶えず前進するものと
確信いたします。
本大会の円満な成功をお祈りしてい
ます。

祝 辞
「第18回日中友好の声日本語中国語弁論大会」及び「第４回日中友好の声全中国日本語弁論グ
ランドチャンピオン大会」の開催を心よりお祝い申し上げます。
昨年2008年は、日中首脳会談が５回も行われ、また、日中平和友好条約締結30周年を祝い、
「日中青少年友好交流年」を実施しました。日中の多くの若者がお互いの国を訪れ、理解と交
流を深めました。両国関係発展の基礎を強化しました。広く世界を見れば、両国間の交流深
化の大きな流れは勢いの赴くところであることが分かります。
我々は、ますます相互依存と相互補完の関係を深め、小さく感じられる地球の上に住んで
います。ともに世界の大国として、そのような世界を安定させ、平和と繁栄を保つために大
きな責任を負っている日中両国は、 新しい時代の新しい日中関係 として『戦略的互恵関係』
の構築に努力しています。そしてその基礎は、国民
同士の交流を通じた相互理解と相互信頼の深化にあ
ります。

在中華人民共和国
日本国大使
特命全権大使

宮本雄二

言葉は文化であり、言葉を学ぶことは相手国の文
化を学ぶことです。日中双方の若者が、言葉を通し
て互いを学びあうことは、相互理解の促進に大変有
意義であります。参加された皆さんが、次代の日中
の架け橋となり、世界のために御活躍いただけるこ
とを期待しております。
今回の弁論大会のテーマは「私の大事なもの」
。
お互いの相手国の言葉を学ぶ若者が、今回の大会を
通じて、またひとつ「大事なもの」を見つけるきっ
かけとなれば素晴らしいと思います。
最後になりましたが、大会の実現にご尽力された
皆様に心からの敬意を表し、また大会のご成功を衷
心よりお祈り申し上げます。
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第18回、20年目に突入の弁論大会

「私の大事なもの」をテーマに
天津で開催!!
天津外国語学院で第18回「日中友好の声日本語中国語弁論大会」を開催
1989年にはじまり、中国でもっとも歴史あ

語弁論大会」は、最長不倒の日本語弁論大会

る日本語弁論大会に成長した「日中友好の声

として認められ、優勝者は無試験で大学・大

日本語中国語弁論大会」が今年でついに20周

学院に入学できたり、社会人は昇進扱いにな

年を迎える。今大会は2月28日（第18回天

るという。事実、多くの人材がこの弁論大会

津・北京大会）
、3月1日（第4回全国大会）に

から巣立ち、日中友好のかけ橋として活躍し

天津外国語学院で開催。

ている。

今大会の弁論テーマは「私の大事なもの」

たとえば、第7回優勝者の李佳萌さんは在

で、前回の「北京オリンピック」と比べると

日本中国大使館で国際交流を担当。第13回ア

かなり身近なテーマとなった。
「中国の若者

マ組優勝者の張近さんは、同じく在日本中国

たちが変化の激しい現代社会でも、自分を見

大使館で文化交流を担当。第14回アマ組優勝

失わず、身近なものを大事にしてほしい」と

者の張寧遷さんは難関を突破して財政部（日

いう思いを込めてのテーマ設定だ。題材には

本の財務省に相当）に入庁。第15回首都圏大

「友情」
「名誉」
「恋人」
「両親」
「ペット」
「母

会優勝者の鮑石さんは日本の広告代理店で勤

校」といったことが選ばれることが多いが、

務している。このほかにも大学院に進学した

やがてはこれらが「日中友好」につながって

り、日本に留学した後に、教員、アナウンサ

いくのではないだろうかと思う。

ー、金融マン、政府職員などになって、大き

ところで、この「日中友好の声日本語中国

く羽ばたいている。今後もこの草の根の友好
活動がつづ
いていくよ
う努力して
いきたい。

会場の天津外国語学院。伝統校にふさわしい洋風建築の校舎や近代的ビル「逸夫楼」がそびえ立つ

2009年大会の開催概要
論題：「私の大事なもの」

会場：天津外国語学院

第18回日中友好の声日本語中国語弁論大会（天津・北京首都圏大会）
日時：2009年2月28日
（土）

第4回日中友好の声全中国日本語弁論グランドチャンピオン大会（全国大会）
日時：2009年3月１日（日）
主催
日中友好の声日本語中国語弁論大会実行委員会
（天津外国語学院、華夏未来少年児童文化芸術基
金会、中国国際広播電台・北京放送、日中青年交
流センター、東方通信社）
後援
中国側●中国大使館教育処、中国日語教学研究会、
中国教育部高等学校外語専業教学指導委員会日語
組、天津市人民政府外事弁公室、天津市人民対外
友好協会
日本側●日本大使館、兵庫県神戸市、三重県四日
市市、千葉県千葉市、神奈川県川崎市、日中友好
協会、日本国際貿易促進協会、日本中国文化交流
協会、日中協会、日中友好会館、国際交流基金・
日中交流センター、NPO法人ふるさと往来クラブ
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協力
神戸市外国語大学、神田外語大学、名古屋外国語
大学
協賛
株式会社アサツー デｨ・ケイ（ADK）
、東京電力株
式会社、日本電気株式会社（NEC）
、キッコーマン
株式会社、OKI（沖電気工業株式会社）
、株式会社
NTTドコモ、パソナ上海、カシオ上海、天津一汽
トヨタ自動車有限公司、全日本空輸株式会社
（ANA）
、綜研化学株式会社、株式会社メンテック
カンザイ、剣豪集団、株式会社JCI、NPO法人アジ
ア起業家村推進機構、東日本国際大学、富士常葉
大学、武蔵野大学、ARC日本語学校、TCC日本語
学校（順不同）

NHK国際派キャスター道傳氏が
特別ゲストとして参加
日本から特別ゲストと
して、NHK解説委員の道
傳愛子氏が参加。これま
で『海外ネットワーク』
などの番組を担当し、05
年には本大会の特別ニュ
道傳愛子氏
ースを報道した国際派キ
ャスター。今大会では弁士と同じ「私の大事

なもの」をテーマに講話も行う。
また、創刊100年以上の歴史を誇る『週刊東
洋経済』の編集長、会長を歴任した元東洋経
済新報社の浅野純次氏が日本側審査員代表と
して参加する。こうした識者たちもスピーチ
の審査に加わり、最長不倒の日本語弁論大会
が開催される。

弁論大会のこれまでの開催史
第11回大会（2000年、北京市・中国国際広播電台）
テーマ：
「2000年の夢」
優勝者：アマ組／１位・申倩 2位・
３位・唐奇、鄂楽子、鄭雪花
プロ組／１位・答暁晶 2位・岳波、趙琳
３位・汪澎、劉書、李潔

第1回大会（1989年、天津広播電視国際新聞中心）
テーマ：
「信頼、私の愛する新天津」
優勝者：甲組／許傑
乙組／容文育
第2回大会（1990年、天津広
播電視国際新聞中心）
テーマ：
「発展、友情のかけ
橋をつくろう」
優勝者：甲組／王健宜
乙組／邱新穎

1989年、本大会は李瑞環・元全国政治協商
会議主席（当時は天津市長）の支持により
スタートした。右は総括事務局長の古川猛

第3回大会
（1991年、天津市・シェラトンホテル）
テーマ：
「挑戦」
乙組／朴春梅
優勝者：甲組／胡文烈

第4回大会（1992年、天津広播電視国際新聞中心）
テーマ：
「友好」
優勝者：アマ組／侯政
プロ組／１位・劉丹 ２組・李蘭泳
第5回大会（1993年、天津広播電視国際新聞中心）
テーマ：
「信頼」
乙組／王
優勝者：甲組／徐藩
アマ組／李艶林
プロ組／王会堂
第6回大会（1994年、天津広播電視国際新聞中心）
テーマ：
「国際家族年と私の家族」
乙組／李暁玲
優勝者：甲組／李娟
プロ組／崔岩
アマ組／張彰蕾
第7回大会（1995年、天津広播電視国際新聞中心）
テーマ：
「女性・事業・家庭」
優勝者：甲組／１位・湯薇薇 ２位・田光龍 ３位・姜春花
乙組／１位・李桂萌 ２位・蘇玉坤 ３位・張嘉欣、趙国亮
プロ組／１位・鄭若曦 ２位・彰凌雲 ３位・連育才
アマ組／１位・李衛偉 ２位・薫春昇 ３位・張国強
第8回大会（1996年、天津広播電視国際新聞中心）
テーマ：
「未来・21世紀にむけて」
優勝者：甲組／１位・康健 ２位・丁暁容 ３位・姜春花
乙組／ １位・趙博単 ２位・王農 ３位・丁曼
プロ組／１位・張 ２位・郭麗華 ３位・連育才
アマ組／１位・郭金梅 ２位・劉肖云 ３位・張国強
第9回大会（1997年、天津市・シェラトンホテル）
テーマ：
「心に残る一冊」
優勝者：甲組／１位・趙琳 ２位・陳静 ３位・楊東
乙組／１位・辺寸 ２位・謝元 ３位・丁曼
社会人組／１位・楊雪元 ２位・鄭若曦 ３位・彰凌雲
第10回大会（1999年、北京市・中国国際広播電台）
テーマ：
「50年後の日中友好」
優勝者：アマ組／１位・丁曼 ２位・張暁華、謝円
３位・呉維嘉、楊晶、文英淑
プロ組／１位・張旭梅 ２位・陳夷、岳波
３位・王媛媛、李暁玲、劉音均

第12回大会（2001年、北京市・中国国際広播電台）
テーマ：
「私のふるさと」
2位・田玉華、梁爽
優勝者：アマ組／１位・
３位・朱佳、鷹靖芳、田園
プロ組 ／１位・賈麗 2位
、宋建軍
３位・唐暁楠、
、耿潔
第13回大会（2002年、北京市・中国国際広播電台）
テーマ：
「私にできる日中友好」
２位・
、朱佳
優勝者：アマ組／１位・
３位・王海寧、周、王輝
プロ組 ／１位・梁爽 ２位・沈霞、金貞花
３位・
、黎明、許司未
第14回大会
（2003年、天津市・華夏未来少年児童文化芸術基金会）
テーマ：
「私の好きなスポーツ」
優勝者：アマ組／１位・張寧遷 2位・銭悦、劉琳琳
３位・張紅、蔡麗玲、高揚
第15回大会・第1回全国大会（2005年、天津外国語学院）
テーマ：
「心に残るひと言」
優勝者：首都圏大会／１位・鮑硯 2位・劉知超
３位・陳哲、 成龍
全国大会／１位・黄明淑 2位・高月、朱東方
３位・楊琳、鮑硯、禹静菲、劉洋
第16回大会・第2回全国大会実績
（2006年、北京第二外国語学院、広播劇場）
テーマ：
「わたしとメディア」
優勝者：首都圏大会アマ組／１位・劉蘇曼 2位・付芸軒
2位・南楠
プロ組／１位・
全国大会／１位・朴阿英 2位・南楠、
３位・陳娟、劉丹、劉蘇曼
第17回大会・第3回全国大会実績（2007年、天津外国語学院）
テーマ：
「北京オリンピック」
優勝者：首都圏大会アマ組／1位・劉宇新 2位・陳利揚、楊辰
3位・趙暁曦、全美穎、苗恒溢
プロ組／1位・劉馳 2位・解文君、李丹
3位・承方、陳彦新、楊翠翠
全国大会／1位・葉卿雲 2位・朱淳敏、解文君
3位・劉麗、全美穎、徐佳

NHK前で記念撮影をした弁論大会優勝者一行

審査員、協賛企業、事務局、弁士一同で記念撮影

熱弁をふるう弁士

左から古川猛・統括事務局長、前大会プロ
組優勝者の劉馳さん、アマ組優勝者の劉宇
新さん、修剛・天津外国語学院学長

満員の会場
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誠意、熱意、向上心―

日本企業の人事担当者が明かす

「私が採用したい中国人」
中国ビジネスを成功させたいと考えている日本企業にとって、優秀な中国
人スタッフはノドから手が出るほどほしい存在。では、具体的に日本企業
はどういった人材を求めているのだろうか。実際に、中国ビジネスに力を
入れている日本企業の人事担当者に「採用したい中国人スタッフのポイン
ト」について聞いてみた。

誠実さが第一条件

大半が日本の大学を卒業

まずは世界的な醤油メーカーであるキッ

つぎに情報通信機器メーカーであるOKI

コーマンのケース。さっそく、どのような

（沖電気工業）を訪ねてみた。人事部採用

人材を求めているのかを聞いてみると「日

課長の岡田元春さんによると、採用のポイ

本人、中国人を問わず、誠実であること、

ントは「誠実、情熱、誇りを持っているか

向上心があること、学習意欲があることが

どうかだ」そうだ。そして「みずから率先

大前提。とくに当社は食品メーカーなので、

して仕事をこなしていくタイプの人材が必

誠実な仕事を心掛けてもらう必要がありま

要だ」とも。

す。食の安全・安心を徹底させなければな

OKIの場合、採用する新入社員の7割近

りませんから」と同社海外事業部担当者は

くが技術系だそうだ。
「当社はやはりモノ

話す。

づくり系企業。人材の大半は技術職になり

キッコーマンほどの有名企業、優秀な人

ます。それだけに、情報、電子、機械とい

材はヘッドハンティングでと考えがちだ

った専門分野を持っているか、あるいは興

が、基本的には一から育てるというスタン

味を持っているかということもポイントに

スをとっているそうだ。そこには醤油メー

なってきます」と。

カーならではのこだわりがある。
「醤油造

ちなみに、OKIではこれまでに36名の外

りというのは非常に時間がかかる仕事で、

国人を採用。そのうち5名が幹部社員候補

簡単に理解できるものではない。それだけ

になっているという。
「よく外国人は日本

に人材育成にもしっかりと時間をかけてい

企業では出世しにくいという話を耳にする

かなければなりません」とのことだ。

ことがありますが、けっしてそんなことは

また、過去の上海工場立ち上げ時の経験

ありません」と岡田さん。では、文化や習

から、
「中国人スタッフは、ある程度仕事

慣の違いで摩擦が生じることはないのだろ

を任せること、学習意欲にキチンと応えて

うか。
「当社を希望する学生の大半は日本

あげることで、自分自身で勉強する傾向に

の大学を卒業した方。そのため、文化的な

ある」と話す。事実、勉強熱心な中国人ス

違いに悩むようなことはほとんどないよう

タッフにパソコンによる会計を教えたり、

です」と。

外部の研修などに参加させたりしたとこ

ということは、日本企業に就職するため

ろ、ビックリするほど成長したそうだ。こ

には、日本の大学や専門学校を卒業するの

のため同社では「今後も向上心のあるスタ

が有利だということか。ところで、OKIで

ッフがその能力を伸ばせるような環境を用

は「社内でもビジネススキルの向上や文化

意していきたい」と話している。

的な摩擦を軽減するために、日本人の社員
向けに中国語の研修などを行っています。
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北京で開催された大学院生を対象にした就職説明会に約4万人の卒業予定者が参加した

たがいの文化を学ぶことで、双方の違いを

っては「ありがたい話だ」そうだ。

キチンと認識し、思ったことや感じたこと
をいい合えるような職場をつくっていきた
いと思います」と。

ポイントは専門性と実務経験
最後に日本企業に中国人スタッフの紹介
を行っているパソナ上海に話を聞いてみ

現地スタッフの役割を重視
中国現地での採用についてはどうなって
いるのだろうか。工業用両面テープの生産
で中国国内においてトップシェアを誇る寧
波綜研化学に聞いてみた。同社で人事を担

た。同社では約4万人の中国人スタッフを
5000〜6000社の日本企業に紹介。その数は
1カ月で約60名になるという。
パソナ上海の中国人紹介部シニアマネー
ジャーの

さんによると「日系企業の

ろ こう

当する呂紅さんによると「採用の条件とし

進出が本格化しはじめた00年ごろは、日本

て、専門性・学習能力・性格（協調性）
・日

語が話せればいいという感じでしたが、今

本語能力に注目している」そうだ。とくに、

は語学力にくわえてさまざまな能力が求め

性格については「協調性に富み、コミュニ

られるようになってきています。ポイント

ケーションをとることができるかどうか」

はふたつ。ひとつは専門性で、経理、財務、

を重視しているという。

ITなど、ひとつの分野で強みを発揮できる

ところで、同社は日本の綜研化学と中国

こと。それと実務経験も重視しています」

の現地資本の50対50の共同出資で設立され

と。また日本企業に就職する場合は、その

た経緯もあり、設立当初から中国現地スタ

会社の社風と自分の性格が合うかどうかを

ッフの役割を重視。だから現地スタッフが

吟味することも大切だと。
「とくに営業部

重要なポストに抜擢されることも多いとい

門の場合は、何ごとにも積極的で性格が明

う。つまり昇進のチャンスが多いというこ

るいことが条件になります」ので、あらた

とだ。

めて社風と自分の性格が合うかどうか検証

もちろん、綜研化学グループの一員とし

してみるのはどうだろうか。

て、日常的に日本の綜研化学とさまざまな

なお、パソナ上海では中国の大学生を日

面（事業展開・技術協力など）で連携をと

本で就業体験させる国際交流プログラム

るため、日本語能力が必要になる場面も多

（研修生選抜）を実施しているそうだ。こ

い。このため、同社では独自の研修制度を

の際、このプログラムに参加してみるのは

導入し、入社２〜３年目で仕事への熱意が

どうか。ちなみに、この研修生の募集にあ

あるスタッフを選抜して、日本に派遣して

たっては「日本語能力、社交性、礼儀、意

いる。研修では、日本の綜研化学の仕事の

欲」を重点項目に掲げている。

進め方や考え方のみならず、日本の文化や

このように日本企業で働くには、①誠実

習慣への理解も深めてもらっているという

さ②熱意・やる気③向上心④日本の文化習

ことだ。

慣を学ぶ意欲―といったポイントが重要に

ちなみに昨今は高い給料がもらえるかど

なってきそうだ。日本企業に就職したい、

うかよりも、自分がきちんと評価されてい

日本企業で活躍したいという人たちは是非

るかどうかで入社してくる中国人が多くな

とも参考にしてほしい。

ったという。モノづくり系企業の同社にと
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北京放送東京支局長
張国清インタビュー

日本で活躍する中国人

日本の中小製造業の
技術力がこれからの
中日交流をリードする!!
●ゲスト 鄭 剣豪
（剣豪集団代表取締役会長）
世界の工場として確固たる地位を確立している中国。が、日本の大手は中
国ビジネスを展開しているものの、中小企業はほとんど参入できていない。
鄭剣豪氏が率いる剣豪集団はその架け橋として活躍をつづけている。さっ
そく、鄭氏のその取り組みについて聞いてみた。

日本の中小製造業の
中国ビジネスをサポート

鄭 私は帰国後、どういう仕事をしようか

張国清・北京放送東京支局長 神戸大学で

オープンしたのです。が、すぐに経営に失

学んだ後、一度は中国へ帰国していますね。

敗して、故郷の寧波に帰ることになりまし

鄭剣豪・剣豪集団代表取締役会長 そうで

た。そのとき、寧波である日本企業の人間

す。大学（大学院）卒業後は中国に戻り、

に出会ったのです。彼は私にひとつのネジ

10年ほど中国で生活しました。当時は経済

を見せて「このネジを中国でつくることは

的にも中国は混乱期にありましたが、今に

できるか」と聞いてきました。そのネジは

なってみると、こういった経験ができて良

鋳物製品だったのですが、そのときに私は

かったと思います。やはり日中間で仕事を

初めて鋳物という言葉を知ったのです。と

する以上、両国のことを知っておく必要が

同時に、中国で日本製品の部品をつくると

ありますから。その点、私は日本にも中国

いうビジネスモデルに無限の可能性を感じ

にも長期間いるので、おおよそのことは理

たのです。そこで、寧波に剣豪実業という

解できていると思います。

会社を立ち上げて、日本の中小企業のサポ

張 現在、鄭さんは中国に進出する日本の

ートを展開することにしたのです。

中小製造業の支援を行っていますが、どの

張

ようなキッカケではじめられたのですか。

は、いつ頃からですか。

と迷った結果、92年に北京でレストランを

ふたたび日本に来るようになったの

鄭 00年に日本法人の剣豪集団（株）を立
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チ
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ン
・
グ
ォ
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オ
︶

ち上げてからは、中国と日本を頻繁に往き
来するようになりました。この日本法人の
ほか、私はこれまで20年かけて、１年に１
社というハイペースで会社を設立してきま
した。おかげで、剣豪グループはいまや14
社になりました。それぞれの会社はまだま
だ小規模ですが、十分に価値のあるビジネ
スを担っていると思います。
張 具体的にはどのような仕事を行ってい
るのですか。
鄭 日本の中小製造業が中国でビジネスを
する場合、さまざまな問題が生じます。と

いうのは、今の中国は30数年前の日本と同

点が違うと思いますか。

じような経済状態だからです。いくら発展

鄭 ナントいってもモノづくりの力です。

したとはいえ、依然として発展途上である

素材、部品メーカーの実力を比較すると、

ことに変わりはありません。現に、中国人

天と地ほどの違いがあります。だからこそ、

の大半はまだ農業を営んでいます。工業化

もっと日本企業に中国に来てもらいたいと

が進んでいるのは、沿海部の一部の地域だ

思っています。モノづくりは世界共通言語

けです。そんな一部の成金の生活を見て、

です。実際、素晴らしい日本のモノづくり

中国が発展したというのは間違いです。

は多くの中国人を感動させています。日本

そのため、中国でビジネスを展開するに

のモノづくりを理解してもらえれば、中国

は、多大なリスクが生じます。たとえば、

人は純粋に日本人のことを尊敬するように

工業団地に入居するだけでも、人民政府と

なるでしょう。現に、中国で尊敬されてい

の調整、税金問題など、さまざまな問題が

る日本人の多くはモノづくりに関係してい

生じるはずです。そこで、当初は資材調達

る人たちです。工場長や製造課長、製造部

だけを行っていましたが、今は全般的なサ

長といった人たちが尊敬されているので

ポートを展開しています。たとえば、物流、

す。日中関係を良好なものにするには、こ

検品、試作、工業団地開発、人材派遣、会計

うした民間同士の交流が重要だと思いま

処理、貿易、リサイクルといった分野で中

す。ですから、日本には約70万社の中小製

小企業をサポートするようになりました。

造業がありますが、私はその１割の７万社

もちろん、これからは製造だけでなく、中

程度は中国に進出してもらいたいと考えて

国をマーケットと見る傾向も強くなってきて

います。

いるので、販売やマーケットに関するサポ

張 昨年には北京に学校を設立したそうで

ートも強化していきたいと考えています。

すね。

張 これから中国でビジネスを展開しよう

鄭 友人たちと協力して、北京に設立しま

としている中小企業に、いいアドバイスは

した。現在、日本語や日本のマナーを教育

ありますか。

するプログラムを用意しています。来年に

鄭 今の中国の若者は高い起業意欲を持っ

は数百名ほどの学生数になると思います。

ています。というのは、社会全体が過渡期

ここから日本に優秀な留学生たちを輩出し

を迎えており、アチコチにビジネスチャン

ていきたいと考えています。よく思うので

スが転がっているからです。日本も明治〜

すが、私だってヒョッとすると、寧波でい

昭和初期まではそういう時代だったと思い

まだに農業をやっていたかもしれないので

ます。ですから、長い期間雇用したいと思

す。たまたま勉強する環境を与えてもらえ

うなら、女性の従業員を大切にするといい

たから、こうして日中間を飛び回ることが

でしょう。男性はすぐに会社を辞めて、独

できているだけなのです。ですから、そう

立してしまう傾向がありますから。

いったチャンスをもっと増やしていくべき
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だと思うのです。

学校、ファンドなど
幅広い分野で交流を促進

張 今後はどのように事業展開していくつ

張 ところで、鄭さんは日中両国に精通し

鄭 今年、日本でファンドを設立したいと

ていますが、日中間ではとくにどのような

思っています。そして、その資金を使って、

もりですか。

日中の架け橋になるような会社を応援して
いきたいと考えています。また、私は日中
再生資源協会の会長も務めています。日本
の工場で発生する再生資源を中国で再生す
るという活動を展開しています。これから
はますます重要になってくる活動だと思い
ます。あとは、いつかメディアを立ち上げ
たいという思いもあります。実は、以前に
私は雑誌などを発行していた経験があるの
です。そのときのノウハウで、日中両国に有
意義な情報を発信できればと考えています。
張 これからも精力的に日本の中小製造業
を応援してください。本日はありがとうご
剣豪集団のWEBサイト

ざいました。
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特集

2
ITツールで賢く過ごす
日本のビジネス＆
留学ライフ!!

世界的な電気街の秋葉原

いざ日本に留学したものの、物価の高さや慣れない習慣に戸惑う人は多い。
そこで、便利なITツールを紹介したい。これらを活用すれば、日本の生活
がより便利になるはず。お試しあれ。
日本に滞在中の留学生やビジネスマン

ターネットのチャットツールを使うのが

にとって、中国への国際電話は頭痛のタ

オススメ。日本で一般的なものは「MSN

ネ。固定電話から普通に中国にかければ、

メッセンジャー」や「Yahooメッセンジャ

1分140円もかかってしまうからだ。そこ

ー」など。これらにマイクやカメラをつ

でオススメなのが、各社が販売している

ければ、テレビ電話にもなる。インター

「国際電話カード」。価格や用途は各社さ

ネットを利用しているので、電話料金な

まざまで、たとえばブラステル社のカー
ドであれば1分9円、アイコム（亜太電信）

どはかからない。
ただ、日本企業で働くビジネスマンは、

なら4.5円とグーンと格安になる。これら

チャットツールの使用に注意が必要だ。

は日本のコンビニなどで入手できる。

中国と異なり、ビジネス現場での普及が

さらに、パソコンが得意な人は、イン

ほとんど進んでいないのだ。事前に同僚
に確認してから利用するのが
ベターだ。
もちろん、日本に長期滞在
する人は、携帯電話を購入す
ると便利。購入の際は「外国
人登録証」などが必要になる。
ソフトバンクモバイルの「ホワ
イトプラン」
（月額使用料980円）
に加入すれば、ソフトバンク
同士の通話料が無料（1時〜21
時）になるため、在日中国人

マイクとイヤフォンをパソコンに接続し、メッセンジャーを使えばテ
レビ通話ができる

10●学苑報

の間ではかなり普及している
ようだ。

また、携帯電話で便利なの
がショートメールサービス
（SNS）
。最近は、日本の携帯
と中国の携帯間でメールがで
きるサービスまで登場してい
る。
たとえばCafe Chinaの「メ
ール通SMS」なら、日本の携
帯から中国のSMSにメールを
送ることができる。Cafe
Chinaのサーバを経由するこ
とで日本語コードの漢字（SJIS）と、中国語簡体字コー

日本の一般的な携帯ショップ

ド（GB2312）が自動変換さ
れるため、文字化けしなくなる。これで

専用ソフトをインストールすれば、ひら

中国にいる友人といつでもどこでも連絡

がなや日本語漢字を使えるようになる。

できる。ちなみに、東洋システムでも

これなら中国語を話せない日本のビジネ

「ChinaXiang」という同様のサービスを展

スマンや留学生ともカンタンに通話でき
（詳細は12頁）
る。

開している。
また、中国の北京連動納維科技有限公

さて、日本でパソコンや携帯電話を購

司は、NTTドコモの技術を利用し、中国

入したい人は、世界最大級の電気街「秋

の携帯電話で日本語のメールを送信でき

葉原」
（東京都千代田区）に行ってみよう。

るサービス「Jpcool」を展開。携帯電話に

多くの店舗が安くて豊富な品揃え、外国
人スタッフや外国語パンフレットを
常備しているので、安心して買い物
できる。観光地としても有名な商店
街である。
こうしたITを活用すれば、日本の
生活ももっと便利なものになるので
はないか。この他にも質問があれば、
編集部まで連絡を。
ryot@tohopress.com
Tel：+81-3-3518-8844

中国人観光客向けの商品もズラリ

日本で中国のテレビ番組を見る方法
日本で中国のテレビ番組を見る方法を紹介したい。ひとつはCSデジタル放送「ス
カイパーフェクTV!」に加入すること。ここでは有料でさまざまな番組が提供されて
おり、中国語放送もある。ポピュラーなものは「CCTV大富」で、中国中央電視台
（CCTV）の番組をリアルタイムで24時間放送している。
その他、インターネットの光回線を利用した「環球電視」
（運営は中文産業）など
がある。これは中国の現地放送を衛星放
送で受信し、日本国内でインターネット
放送に切り替えて配信している。中国ド
ラマ、日本映画、アメリカ映画、バラエ
ティ番組など合計1000本以上の番組が楽
しめる。来日後の情報収集に役立つITツ
ールだ。
「環球電視」のトップページ

●スカイパーフェクTV! http://www.skyperfectv.co.jp/
●大富

http://www.cctvdf.com/j/

●環球電視

http://www.chubun.co.jp/
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日本語

東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催されたビジネスイベント。この種のイベントは日本では活発に行われている日本企業
の様子を知るためには絶好のイベントだ。
（写真は今年1月に開かれた『ベンチャーフェアJapan2009』
）

日本企業NEWS!!
世界的に景気後退懸念が強まる一方で、依然として中
国市場に参入する日本企業の動きは活発だ。さっそく、
最新の日本企業の動きを紹介してみたい。

●P14−18

日本企業で活躍するビジネスパーソン
パソナ中国（北京・上海・広州）
天津一汽トヨタ自動車有限会社
NEC（日本電気株式会社)
寧波綜研化学（綜研化学グループ）
株式会社NTTドコモ

●P19−21

対中進出企業のビジネストピックス
株式会社アサツー ディ・ケイ
OKI（沖電気工業株式会社）
キッコーマン株式会社
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このところ、日本企業で活躍する中国人ビジネスマンが急増している。彼らは、
日本のどこに魅力を感じ、自らの強みをどのように活かしてキャリアアップを実
現したのか。さっそく先輩たちに聞いてみた。

パソナ中国 北京・上海・広州
総合人材サービスのパイオニア、パソナ。その中国本

社であるパソナ上海（笠原麻衣子社長）では、日系企
「日系企業に就職したい!!」
業に中国人人材を紹介する事業を拡大中だ。そこで、
シニアマネージャー
そんな同胞を支援できるのは素晴らしい 中国人紹介部で活躍する
に、仕事の内容や今後の課題について聞いてみた。

― パソナ上海に就職したキッカケは。
範 90年から８年間、日本に留学したあ
と98年に帰国。就職活動にあたっては日
本語を活かせる企業を探していました。
そんなときに、たまたま知人からパソナ
のことを教えてもらいました。
― 数ある日本企業のなかでパソナを選
んだ理由は。
範 パソナは日系企業に対して中国人を
紹介する仕事をしています。自分のよう
に日系企業に就職したいと考えている人
をサポートできるのは素晴らしい仕事だ
と思いました。
― 実際にどんな仕事をするのですか。
範 日系企業と中国人のマッチングで
す。まず、依頼のあった日系企業から実
際にどんな人材を探しているのかを聞き
出します。必要とする語学力、専門性な
どを聞き、登録している約4万人の中国
人の中から、その要件にふさわしい人を
選ぶのです。
― この仕事をするうえで大切なことは。
範 この仕事は、企業と登録人材の双方
に信頼してもらわなくてはなりません。
ですから、相手の考えていることや望ん

さん（39）
（はん・せいそう／
ファン・チンジョン）
上海市出身
中国人紹介部 シニアマネージャー
（在籍期間：8年）

でいることを感じ取る「心遣い」が何よ
りも大切です。もちろんチームワークも
重要、自分だけで仕事をしようとする人
はダメです。
― これまで印象に残っている仕事は。
範 日本語には微妙な表現があるので、
ときに細かいニュアンスが正確に伝わら
ないことがあります。そうしたときには日
本人スタッフとも話しながら対応策を考
えます。
チーム一丸となって問題を解決
できた時は何よりもやりがいを感じます。
― これまでの実績は。
範 これまでの取引先は5000〜6000社。
現在は1カ月に60名ほどを紹介していま
す。その98 以上が日系企業です。
― 今後の課題は。
範 昨年、中国で労働契約法が改定され
るなど、このところ中国人労働者の環境
が変化しています。が、日本企業は日本
の就業規則をそのまま中国の企業に当て
はめる例が多く、対応に苦慮するケース
が目立ちます。これからは「人事管理者」
を求める企業が増えてくるでしょうか
ら、当社でもそうした人材の確保が重要
になってきます。

ヒアリングには「心遣い」が何より大切
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グローバルネットワークを持つパソナグループは上海を拠点として1997年より中国・上海
にて各種人材サービスを開始。2004年に広州支店を開設。2007年7月、北京支店開設を機
に中国全土で人材紹介業務を展開できるよう組織を拡充。製造業、商社、物流、金融、サ
ービス関連など在中国の大手日系企業4000社を顧客に持ち、日系企業への就職を希望する
中国人や日本人に、幅広い仕事を紹介する体制を整えている。
本社：上海市淮海中路222号 力宝広場910室
（上海）+86-20-3891-1701
（広州）+86-10-8518-7172（北京）
Tel:+86-21-5382-8210
http://www.pasona.com.cn
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天津一汽トヨタ自動車
トヨタ式研修制度に参加し
「トヨタWAY」の真髄を体験!!
中国の大学生に実施している「就職
したい企業ランキング」でかならず上
位にランクするトヨタ。学生たちに志
望動機を聞くと「日本を代表する世界
的な企業」
「トヨタ車が好き」
「社会貢献
活動が活発」
「環境に配慮した自動車を
生産している」といった声が多く、高
いブランドイメージと企業活動そのも
のに好感を抱いている学生が多いのが
わかる。
その憧れの職場である「天津一汽ト
ヨタ自動車有限公司」に入社した元淵
さんは「天津人にとってトヨタは特別
な会社。市内には巨大な工場がありト
ヨタ車も多く走っています」と話す。
日本文化に関心を持ち、南開大学（天
津市）で国際政治を専攻した元さんは、
以前から日中の架け橋になりたいと願
っていた。その思いに「天津一汽トヨタ
自動車」はピッタリだったという。
現在、元さんは、ICT（Intra
Company Transferee）と呼ばれる研修
制度により、日本のトヨタ本社（高岡

研修仲間と忘年会
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トヨタの世界戦略の重点基地である「天津一汽トヨタ自動
車」
。その強さのヒミツは「トヨタWAY」を学び、実践し
ていく独自の研修プログラムにあった。

元 淵さん（28）
（げん・えん／ユエン・エン）
天津市出身
高岡工場 工務部 総括室
（天津一汽トヨタ自動車から派遣）

工場）に派遣されている。このICTは、
トヨタの海外法人が現地化を促進する
ための人材教育プログラム。トヨタ関
連事業体から毎年数十名の中国人社員
が派遣され、1〜3年間"カイゼン"活動に
代表される「トヨタWAY」を学んでい
る。元さんは昨年3月に来日し、自らの
研修だけでなく通訳を通して他の中国
人研修生をサポートしているという。
「はじめはブランドイメージへの憧れ
が強かったのですが、今ではトヨタの
経営システム『トヨタWAY』を学べる
ことが貴重な体験になっています」と
元さん。その「トヨタWAY」について
は「自動車は何万点もの部品で成り立
っており、チームの結束が重要です。
全員で業務プロセスの情報を共有
し、ムダを指摘し合ってカイゼンし
ていく。一見地味なカイゼン活動
が、将来大きな差となって返ってく
ることに感動しました」と話してい
る。
「天津に戻ってからもこの経験
を活かし、
キメ細かい『トヨタWAY』
で事業発展に貢献したい」という元
さん。憧れの職場でイキイキと輝い
ていた。

00年に設立された天津トヨタ自動車を前身とし、'03年にトヨタ自動車と第一汽車集団
公司との合弁により設立。資本金は4.1億ドル。生産車種はヴィオス、カローラＥＸ、
カローラ、レイツ、クラウン。161万 の敷地に3つの生産工場、1万2000人の社員を抱
え、現在では市内ベスト100企業の第6位の実力を誇っている。
住所：天津経済技術開発区第九大街81号
Tel:+86-22-6623-0666
Fax:+86-22-6623-0250
URL：http://www.tftm.com.cn
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日本電気株式会社
1899年創立のNECは、100年以上の歴史をもつ日本を代表

大変だった3800枚のアンケート集計 するIT企業。趙艶さんは中国での活躍が認められて日本
本社に出向することに。現在「NECグルービジョン・バリ
の伝道者として奮闘中だ。将来は日中間の架け橋を
いまだチャレンジ精神の旺盛さに感動 ュー」
担おうという趙さん、日本での仕事ぶりを聞いてみた。
― NEC本社でどんな仕事をしているの
ですか。
趙 現在、経営企画部で「NECグループ
ビジョン・バリュー」を推進するプロジ
ェクトに取り組んでいます。そのコンセ
プトは、
「人と地球にやさしい情報化社会
をイノベーションで実現するグローバル
リーディングカンパニー」というもの。
NECが10年後に目指すビジョンを実現す
るために、国内外のグループ社員15万人
の理想像や価値観を共有し、新時代に向
けてチャレンジしていくプロジェクトで
す。
― 経営の中枢にかかわる仕事ですね。
来日した経緯についてお聞かせください。
趙 NEC中国では事業発展部に所属し、
NECグループの対中国政府の窓口となる
ガバメント・リレーションを担当していま
した。例えば、NEC本社のトップと中国
政府の要人との会談をアレンジすること
もありました。日中間で文化や慣習の違
いもあり、トップ同士のスケジュールの
調整は大変でした。思い出すのは、2006年
香 港 で 開 催 さ れ た『 ITU TELECOM
WORLD』展示会です。毎日いくつもの
トップ会談をアレンジしました。小さな
ミスも許されないため、期間中は緊張の
連続で眠れない夜が続きました。こうし
てトップをサポートする仕事を５年間続

チームワークは万全

けました。そして2007年11月、NECの現
地化強化に向けたグローバル人材育成活
動の一環として日本で仕事をすることに
なったのです。
― 来日して1年強、成果はいかがです
か。
趙 NECは100年以上の歴史があるにもか
かわらず、社員のチャレンジ精神が旺盛
なことに驚きました。とくに、ビックリ
させられたのは、昨年7月の創立109周年を
記念して社内アンケートをとったときの
ことです。社長から「各職場でビジョン・
バリューについて対話してほしい」との
メッセージが出され、国内のグループ各
社で職場議論を実施することになったの
です。その結果についてアンケートをと
ってみたところ、総数3800枚の回答者そ
れぞれが、一様に自らの仕事に誇りをも
ち、NECの未来を真剣に考えている様子
がわかり感動しました。
― 今後の夢を聞かせてください。
趙 艶さん（33）
趙 NECにとって中国はとても有望な市
（ちょう・えん／ジャオ・ヤン）
場です。これはIT、ネットワーク、エレク
吉林省長春市出身
経営企画部主任
トロンデバイスなどの事業領域を問いま
（在籍期間：6年 ※NEC中国勤務を含む）
せん。今後はNECが中国で研究開発、新
規事業開拓などの分野でさらにグループ
の強みを発揮できるように日本と中国の
架け橋になっていきたいと考えています。
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1899年に設立した日本を代表するIT企業。中国との関係は古く、過去30年以上にわたり、
中国で電話局用交換機に加え、最先端の光通信システム、マイクロ波通信システム、放
送システム、企業通信システムなどを納入、中国通信インフラ構築に貢献してきた。現
地生産などにより最先端の技術移転にも本腰。また、経営の現地化も順調に進み、NEC
中国、NEC中国研究院などではマネジメント以下、多くの中国人が活躍している。
本社：〒108-8001 東京都港区芝5-7-1
Tel:+81-3-3454-1111
http://www.nec.cn/
http://www.nec.co.jp/
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寧波綜研化学（綜研化学グループ）
風通しの良い社風と教育制度で
ニッチ産業を支える人材を育成!!
― 楊さんはどのような経緯で寧波綜研
化学に入社したのですか。
楊 寧波市で開催された会社説明会に参
加したところ、大学で勉強した高分子
化学の知識を生かすことができると感
じ就職を希望しました。
―入社したときの印象はどうでしたか。
楊 風通しの良い会社だなァと感じまし
た。現在所属している開発部では、勤
務中はもちろんのこと、休日にスタッ
フ同士で旅行やハイキングに行ったり
して親交を深めています。おかげで、
日本人も中国人も和気藹々とした雰囲
気で仕事をしています。
―業務内容についてはどうでしたか。
楊 両面テープの開発には特殊なノウハ
ウが必要なので、慣れるまでには少し
時間がかかりましたが、その分新しい
知識に触れる機会が多いので、非常に
やりがいを感じています。また、品質
管理についてもイロイロと学ぶことが
できました。生産時にテープの外側に
キズをつけたり、曲げたりしないよう
にするために、作業工程については、
日々改善を行っています。

寧波綜研化学は自動車や家電製品などに使用する工業用
両面テープの生産で中国トップシェアを誇るニッチトッ
プ企業。中国の若い人材を積極的に採用し、育成してい
ることでも注目を集めている。さっそく、開発部副部長
の楊春強さんにそのあたりについて聞いてみた。

真剣ながら和気藹々とした雰囲気で仕事

―日本語についてはどうでしたか。
「ドラ
楊 入社するまで日本といえば、
えもん」などアニメのことしか知りま
せんでした。寧波綜研化学では日本語
でのコミュニケーションが必要になる
ので、就職してから勉強しました。
―どのようにして勉強したのですか。
楊 日本人社員が定期的に開いてくれる
勉強会に参加しました。また、日本語
の本や資料を読むことで、日本語に慣
れるように努力しました。
「粘着力」
「ポ
リエチレン」といった化学に関する専
門用語を覚えるのは少し苦労しました。
―日本文化については、どんな印象を
持っていますか。
楊 研修などで日本に行くたびに思うの
は、日本は非常にサービス精神にあ
ふれた国だということです。たとえ
楊 春強さん（29）
ば、デパートや飲食店の接客が非常
（よう・しゅんきょう／
ヤン・チュンチィアン）
に丁寧です。それに、街がとてもキ
浙江省義鳥市出身
レイで、交通インフラもしっかりし
開発部副部長（在籍期間：7年）
ています。このあたりは今後、中国
も見習っていかなければならないと
思います。
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1948年創業。主要製品は粘着剤、微粉体、機能材、加工製品など。なかでも、電子情報分
野に特化した粘着剤、微粉体製品が主力で、液晶表示装置向けの粘着剤ではトップシェ
アを誇っている。2001年には、新興企業向けの市場であるジャスダック証券取引所へ上
場。2006年には米経済専門誌「フォーブス・アジア版」に、アジアの成長している中小企
業として「The BEST Under a Billion」に選出されている。中国では綜研化学（蘇州）
、寧
波綜研化学などを展開。
〒171-8531 東京都豊島区高田3-29-5
Tel:+81-3-3983-3171（経営管理部 彭君妹） http://www.soken-ce.co.jp
寧波綜研化学
Tel:+86-574-8676-5833 E-Mail：lh＠nigbo-soken.com（呂紅）
http://www.ningbo-soken.com（中文）
綜研化学（蘇州）
Tel:+86-512-6283-2891
E-Mail：zzggww＠soken-sz.com（周广文） http://www.soken-sz.com/（中文）
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株式会社NTTドコモ
携帯電話を使ったインターネット分野のパイオニア、

暁蕾
先端技術を追うだけではつまらない NTTドコモが中国ビジネスを強化している。韓
さんは、同社の法人事業部で活躍する情熱の人だ。来
「モバイル」の法人需要に切り込む!! 日9年でビジネス日本語を操るにいたった韓さんにそ
のきっかけや将来の夢について聞いてみた。

― 現在、どのような仕事をしているの
ですか。
韓 携帯電話を使った法人向け商品やソ
リューションの企画に携わっています。
モバイル通信技術で、いかに企業の業
務効率を向上させるかがテーマです。
現在、主に子ども向けの位置情報端末
を小学校や塾などに提案して回ってい
ます。
―来日の動機についてはいかがですか。
韓 中国・吉林大学在籍中に交換留学生
として日本の千葉工業大学（情報ネッ
トワーク学科）に編入しました。当時
は日本語もまだカタコトで、授業中、
先生の話はほとんど理解できませでし
た。そこで、授業中にメモした日本語
を自宅で逐一中国語に訳して、中国語
の教科書で勉強し直すという作業を繰
り返していました。
― 大変な努力家ですね。そこまで日本
に関心をもつようになったのはなぜで
すか。
韓 父親の影響が大きいです。父は大変
な新しモノ好きで、たとえば日本の最
新の冷蔵庫や電子レンジを買うために

社内横断的なプロジェクトにも参加
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韓 暁蕾さん（28）
（かん・しょうらい／ハン・シャオレイ）
ハルビン市出身
法人事業部ソリューションビジネス部
第一開発担当（在籍期間：4年）

はるばる（自宅のハルビン市）から北
京や上海に出かけていくような人です。
子どもの頃自宅にあった日本の家電製
品の性能に驚嘆したことが、日本に憧
れるキッカケになりました。
― NTTドコモに入社した理由は。
韓 大学卒業後に進んだ早稲田大学大学
院（国際情報通信研究科）で、携帯電
話を使って中国語を勉強するアプリケ
ーション（応用ソフト）を開発しまし
た。そのとき、単に先端技術を追うだ
けでなく、携帯電話の技術を使ったサ
ービスを提供していく醍醐味に気づい
たのです。NTTドコモはまさにピッタ
リの企業でした。
― 今後の夢は。
韓 将来的には、こうした携帯電話ソリ
ューションを中国やインド、ベトナム
などの発展途上国にも普及させたい。
実際、いま社内横断的な中国プロジェ
クトにも参加しています。対中進出企
業様が現地スタッフの管理をスムーズ
に行えるよう、業務日報システムなど
を提案しているのです。今後も国境を
越えて携帯電話の法人需要をどんどん
掘り起こしていきたいです。

親会社のNTTは、日本を代表する電話・通信企業。そのNTTが1991年に設立したNTT移
動通信企画（株）が前身。日本最大手の携帯電話事業者で、2001年に世界で初めて３Gサ
ービスを開始。インターネット接続サービス以外にもクレジットサービスなど様々な携
帯電話を用いたサービスを提供している。 近年はアジア地域を中心とした海外の通信会社
との提携・出資にも注力。昨年7月には、中国・上海市に、法人営業を目的とする現地法
人「都客夢（上海）通信技術有限公司」
（ドコモチャイナ）を設立した。
〒100-6150 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
Tel:+81-3-5156-1111
http://www.nttdocomo.com.cn（中文）http://www.nttdocomo.co.jp（日文）
http://www.nttdocomo.com（英文）
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中国市場に進出する日本企業が急増している。いずれも独自の商品・マーケティング戦略
を凝らして市場開拓をはかっている。その最前線を取材してみた。

株式会社アサツー ディ・ケイ
中国の広告市場で躍動するADK
広大なネットワークが強み
中国の広告市場は、07年時点で約
1741億人民元（約2兆6115億円）と世界
第5位。成長著しい中国経済と国内消費
を背景に毎年2ケタ成長を続けている。
ADKは、この有力な中国市場に、日
系広告会社としていち早く進出し、長
年にわたり中国への参入企業のマーケ
ティングやブランド構築、そして広告
ノウハウを蓄積してきた。
現在、中国では大陸5都市（上海・北
京・広州・福州・成都）と香港・台湾
の16拠点でビジネスを展開し、日本
人・現地スタッフを含む約700人体制を
構築。日本の中国事業本部を軸に、こ
の広大なネットワークを活用して、中
国における企業活動をサポートしてい

アサツーディ・ケイ（ADK）は、成長する中国の広
告市場において、日系広告会社としていち早く中
国に進出した。中国全土に広大なネットワークを
構築している同社の中国での取り組みを紹介する。

る。また、中国共産党機関紙を発行す
る「人民日報社」
、国営通信社の「新華
社」
、中華人民共和国鉄道部の直轄機構
である「北京鉄道局」といった中国の
有力機関と連携しビジネスを展開して
いる。
主なクライアントは、資生堂、三菱
自動車、ブリヂストン、キリンビバレ
ッジといった日系企業に加え、中国の
メジャー企業である蒙牛乳業など、大
手企業が多い。また、
「
」とい
う名でテレビ放送され、中国で広く浸
透している「ドラえもん」や96 年から
始まった上海最大規模のスポーツイベ
ント「東レ杯上海国際マラソン」
、日中
国交正常化35周年を記念し中国4 都市
で実施された「松竹大歌舞伎近松座中
国公演」
、日中定期航空路線開設30 周
年を記念し上海、北京で公演された
「大相撲中国公演」など多彩に展開。
これらは、いずれも好評を博している。
このように、ADK は中国の広告業
界でその存在感を高めており、今後さ
らに成長すべく、チャレンジを続けて
いる。

毎年盛況の「東レ杯上海国際マラソン」
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1999 年、歴史ある広告会社の旭通信社と第一企画が合併し、アサツーディ・ケイ（ADK）
として発足した。日本で業界3 位。先陣を切って中国に進出したことで知られる。
株式会社アサツー ディ・ケイ 〒104-8172 東京都中央区築地1-13-1
Tel:+81-3-3547-2111（代） http://www.adk.jp/
中国ネットワーク一覧（09年1月現在）
北京：日本株式会社旭通DK 北京代表処
Tel: 86-10-8599-7582
北京華聞旭通国際広告有限公司
Tel: 86-10-6464-0088
北京第一企画広告有限公司
Tel: 86-10-8599-7788
北京東方三盟公共関係策画有限公司
Tel: 86-10-8391-3389
鉄旭広告有限責任公司
Tel: 86-10-6464-2122
上海：上海旭通広告有限公司
Tel: 86-21-6467-4118
旭通世紀（上海）広告有限公司
Tel: 86-21-6474-8908
北京東方三盟公共関係策画有限公司 上海分公司 Tel: 86-21-6433-9623
旭通（上海） 展覧広告有限公司
Tel: 86-21-6415-5881
広州：広東広旭広告有限公司
Tel: 86-20-8888-9818
上海旭通広告有限公司 広州分公司
Tel: 86-20-8321-2080
福州：福建旭通広告有限公司
Tel: 86-591-8801-2100
成都：上海旭通広告有限公司 成都分公司
Tel: 86-28-8666-5471
香港：Asatsu-DK Hong Kong Ltd.
Tel: 852-2895-8111
DK Advertising（HK）Ltd.
Tel: 852-2811-9999
台北：
Tel: 886-2-8712-8555
Tel: 886-2-8712-8555

学苑報●19

OKI（沖電気工業株式会社）
携帯型PC用キーボードで世界トップ
中国市場とともにさらに成長していきたい

日本の大手通信機器メーカー、
OKIはモバイルパソコンの
キーボードでは世界一のトップシェアを誇る。昨年12月
には、中国のグループ企業・日沖電子科技（昆山）有限公司
の工場を拡張。2010年、中国での年間生産700万台（現在
の約2倍）
に向け動き出した。さっそく、
立花貞夫董事長兼
総経理に、中国事業の現状と今後について聞いてみた。

― 中国ビジネスをいつ頃から本格展開
しているのですか。
立花 04年に中国子会社として日沖電子
科技（昆山）を立ち上げたのが始まり
です。ただ、私自身は中国歴6年目。そ
の前は台湾で3年ほど陣頭指揮をとって
いました。ですから、中国ビジネスに
は多少の自負があります。もちろん、
財務責任者である副総経理をはじめ、
日本語を話せる中国人スタッフに非常 「設計は中国の大学新卒者が担当」と立花貞夫董事長兼総経理
いきたいと考えています。
に助けられていますが。
― モバイルパソコン用のキーボードが
― その際のポイントは。
順調のようですね。
立花 まずは暗いところでもキーボード
の文字が光って見えるバックライト付
立花 はい。実は社内でもあまり知られ
きのものです。これはLEDを取り入れ
ていないのですが、当社のノートパソ
て文字が光るのが特色です。もうひと
コン用キーボードは世界一薄く軽いと
つはどんなところでも使える堅牢性の
いう特色を持っています。世界シェア
高いキーボードです。これはホコリの
は20 でナンバーワンです。今流行りの
多い工事現場で持ち歩くのもOKという
超小型ノートパソコンのキーボードは
ものです。大雨が降る嵐のなかでも使
ほとんどが当社製です。
― まさにオンリーワン的存在ですね。
えるようにします。設計は基本的に、
立花 ありがとうございます。とくに、 中国の大学新卒者に担当してもらいま
素材の構造に関しては特許を取得して
す。先入観がないだけに、いいアイデ
いるので、他社にはマネのできないも
アが浮かぶと思いますから。
のです。今後3年間でさらに進化させて
― 今後の売上げの数値目標はどうなっ
ていますか。
立花 現在、パソコン市場におけるモ
バイル型のシェアは約10 。このうち
当社は400万台を生産していますが、こ
の数字を2010年までに700万台まで伸ば
したい。中国市場の拡大とともに、成
長できればと思っています。
世界シェアナンバー1
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日沖電子科技（昆山）有限公司
OKI（1881年、日本で初めて電話機を製造した情報通信機器メーカー）の100％出資会社。
キーボード市場のなかで急成長しているモバイルノートPC用の薄型・小型キーボードの
生産に注力。ユーザサポート拠点を上海に置き、日本、中国大陸および台湾、韓国市場
を中心に販売活動を展開している。
江蘇省昆山市高科技工業園包家橋路228号（玉城中路交界処）
Tel:+86-512-5775-9068
http://www.oki.com/cn/（中文）
http://www.oki.com/jp/（和文）
http://www.oki.com/（英文）
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キッコーマン株式会社

中国で使用されている
キッコーマンのロゴ

「安全・安心・品質」を最優先
天然醸造醤油、北京・天津に本格参入
醤油は、中華料理に欠かせない調味
料であり、中国全土の年間醤油消費量
は500 万 にも及んでいる。経済成長
やそれにともなう食生活の変化により、
いっそうの成長が期待できる市場とあ
って、外資系企業が相次ぎ参入、2000
社ほどある中国の現地メーカーとの競
争が激しくなっている。
もちろん、日本が誇る醤油のトップ
ブランド、キッコーマンも精力的に活
動している。伝統的な天然醸造製法の
醤油で食の「安全・安心」と高品質を
PR。その企業姿勢が中国で評判になっ
ている。キッコーマン海外事業部担当
者も「天然醸造製法はどうしても手
間・時間がかかるが、それだからこそ
安心して使うことができるという風潮
がでてきた」と話す。また、安全・安
心のみでなく「素材を活かし料理をひ
きたてる」と品質面でも市場で大歓迎
されているという。
2002 年、キッコーマンはその広がる
マーケットに対応するため、中国の江
蘇省昆山市に統一企業グループと合弁

日本国内最大手の醤油メーカー、
キッコーマンがこの
ほど華北エリアで最大の醤油・酢メーカー等と合弁
会社を設立、
北京・天津の首都圏市場へ本格参入を始
める。今後も伝統的な天然醸造製法による「安全・
安心・高品質」を武器に、中国市場を開拓していく。

で「 昆 山
キ
ッ
統万微生
コ
ー
物科技有
マ
ン
限公司」
が
中
を 設 立
国
で
し、ここ
展
開
し
を拠点に
て
い
販路拡大
る
ポ
につとめ
ス
タ
てきた。
ー
そ の 結
果、着実
に 上 海
市、安徽省、浙江省などではキッコー
マンブランドが浸透してきている。
そして昨年10 月には、華北エリアで
最大の醤油・酢メーカー、石家荘珍極
醸造集団有限責任公司（河北省石家荘
市）と統一企業グループの3 社で合弁
会社「統万珍極食品有限公司」を設立
し、今春より北京・天津市場にてキッ
コーマンブランド醤油の販売を開始す
る予定である。
キッコーマン醤油は、北米では
「SoySauce=Kikkoman」
といわれ、欧州でもその
ブランド力には定評があ
る。もちろん、中国でも
天然醸造醤油の代名詞的
存在になるべく、日々挑
戦を続けている。

中国で販売しているキッコーマン醤油
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1917年創業。醤油をはじめとした調味料などの製造・販売活動を行い、主力の醤油は世
界100カ国以上にも行き渡っている。また、醤油以外にもトマト加工品・果汁飲料など
の製造・販売や、高品質なワインづくりにも注力。総合食品メーカーとして、「食」の
新しい世界を広げている。
昆山統万微生物科技有限公司（中国での問い合せ先）
江蘇省昆山市経済技術開発区青陽南路301号
Tel:+86-512-5770-6380
http://www.kikkoman.co.jp/
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日中間のコンサルティングはお任せください
当社は日中間のコンサルティングでは確かな実績を誇ります。
日本での就職をお考えの方、
どうぞご相談ください。

日本で働きたい方
応援します！！

■主要業務
中国関連ビジネスコンサルティング
職業紹介
■中国における子会社の役割
山東省青州市に子会社を設立。
中国国内の優秀な人材の募集、教育、
訓練基地として積極的に事業を展開。

日本国厚生労働大臣認可
職業紹介事業 許可番号 13-ユ-302129
株式会社ジェイ・シー・アイ

山東省にある子会社「山東傑希愛職業中介服務有限公司」

〒105-0003 東京都港区西新橋3-5-9 鈴木ビル3F
TEL：+81-3-5425-1110
URL：http://www.jc-int.co.jp/
E-Mail： tokimasa4713@gmail.com

アジア起業家村は、
アジアから日本国内での起業を
目指すあなたを応援するNPO法人です

優ニＪ
秀ッＮ
賞ポＢ
受ン第
賞新２
事回
業︵
創２
出０
大０
賞７
年
︶

「アジア起業塾」がサポートします。
「アジア起業塾」は毎年2回開催、すでに卒業生が80人以上となり、特色のある起業塾
として注目されています。主催は、川崎市＆NPO法人アジア起業家村推進機構。
★特色
①アジア各国・各地域から日本に来て"起業"を目指す人たちのための講座
②アジアの人たちと一緒に、アジア市場を対象に "起業"を目指す日本人のための講座
③ "起業"を前提とし、個人指導に重点を置いた塾
★特典
①アジア起業家村（川崎市が設置したインキュ
ベーション施設）への入居が有利となります。
②塾を卒業後も、起業まで個人指導をします。
★募集対象者
起業を目指すアジアの人々

私たちは、アジ
アの力を地域活
性化に結びつけ
る目的で発足し
た支援団体で
す。中国、韓国、
ベトナム、そし
山口 務
て日本のアジア
NPO法人アジア起業家村
起業家たちを発
推進機構理事長（構想提
唱者）
掘・孵化育成し
ています。日本での起業を目指して
いる方はぜひご相談ください。

定期的に行う起業塾・啓発セミナーは毎回好評

NPO法人アジア起業家村推進機構事務局
〒210-0855 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20 川崎市産業振興会館3階
TEL:+81-44-542-5811 E-Mail:info@asia.or.jp URL:http://www.asia.or.jp

大学・日本語学校
Information
現在、日本に留学する中国人は約７万3000名。なかでも、日本の大学で博
士課程を専攻する中国人留学生は国別最多で約4500名
（独立行政法人日本
学生支援機構調べ／08年度）に達する。中国人の若者の日本の企業や文化
への注目度は高い。ここでは、そんな夢多き留学生たちのキャンパスライ
フを紹介したい。

東日本国際大学
武蔵野大学
富士常葉大学
ARC日本語学校

東日本国際大学

いわき短期大学

田久昌次郎（学校法人昌平黌理事長）に聞く！

「建学の精神」を継承し
「中国」と「地域」を柱にした
地域貢献型大学を目指す!!
東日本国際大学、いわき短期大学を運営する学校法人昌平黌（福島県いわき市）は、儒学・
孔子の教えを礎に明治に開学したことで知られる。そのルーツは東京大学と同じである。
昨年6月、東日本国際大学、いわき短期大学の創設者で前理事長の田久孝翁氏の急逝にとも
ない、その子息であり副理事長の田久昌次郎氏が新理事長に就任した。創設者の遺志を引き
継ぎ、大学の新たな舵取りを担う新理事長に地方大学のあり方について話を聞いてみた。

ルーツは昌平坂学問所
建学の精神は儒学

てはいけません。その点、本学には中国語

― 現在、中国との交流はどのようにすすめ

ない手はないと思っています。
― 中国と交流を深める方法として、孔子学

を話せる教授が多くいます。これを生かさ

ていますか。
田久昌次郎・学校法人昌平黌理事長

孔子

院を学内に設置するというのはどうですか。

の故郷でもある曲阜師範大学・曲阜師範学

田久

校（山東省・曲阜市）との交流は毎年行って

す。というのは、本学は創設当初から儒学

いますが、今後はもっと密にしていかなけ

を礎としてきた大学だからです。いわば孔

ればならないと思っています。とくに、こ

子の理念で大学を運営してきたのです。た

れまでは教員の交流が多かったので、今後

とえば、孔子についてのラジオ講座や中国

は学生の交流もすすめていきたいと思って

語講座などを行なったり、孔子をテーマに

います。

した漢文や中国古文、さらには中国の作法

ひとつの方法として有効だと思いま

また、日本に留学したがっている中国人

や文化、教養といったカリキュラムをつく

にも注目しています。たとえば、中国には

ることも可能です。中国人留学生は日本の

日本語コースを持つ大学が学部学科に関係

文化を学び、日本人は中国のことを日本で

なく300校余もあります。日本語を勉強して

学ぶ。そうした国際交流ができる学び舎を

いる人も年間900万人いるといわれていま

つくりたいですね。そうすればオンリーワ

す。そうした人たちが本学に留学できるよ
う、中国の機関を利用して組織的に取り組

ンの学び舎を目指せると思います。
― 建学の精神から生まれた「平和経済学」

みたいと思っています。そのためには中国

についてお聞かせ下さい。

の大学情報を入手するだけではなく、本学

田久

の情報も中国に積極的に発信していかなく

たものです。孔子の教えと儒学の精神を探

これは儒学と経済の研究を結びつけ
求していくと、その
延長線上に現代が求
める経済哲学が見え
てくるということで
す。そもそも経済と
いう語は論語の「経
世済民」という言葉
から生まれたといわ
れています。世の中
を治め、人民を救う
ことを意味していま
す。平和と繁栄の道

国際交流イベントで自国の料理をふるまう留学生たち
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を探求し、実践して

田新
久し
理い
事戦
長略
を
展
開
す
る

田久昌次郎［たきゅう・しょうじろう］
1957年4月1日生まれ。東京都出身。81年3月日本
歯科大学新潟歯学部卒業。85年3月日本歯科大学
大学院歯学研究科歯科保存学専攻修了。歯学博
士。86年学校法人昌平黌理事に就任。87年から
同大学新潟生命歯学部非常勤講師（現在に至る）
。
94年4月いわき短期大学幼児教育科教授。01年同
短期大学学長。08年6月15日田久孝翁氏（前理事
長）の急逝に伴い、学校法人昌平黌理事長に就任。

開花させることが平和経済なのです。
これが本校の特色になっています。が、

ますから。学生たちにアルバイトをしても
らい、それを通じて地域経済をレポートさ

学内には平和経済学で学生を呼べるのかと

せ、論文が通れば単位を認定するなんてい

いう意見もあります。どうしても学生募集

うのもいいですね。このように即実践、社

の話になってしまうのです。それではダメ

会に役立つ学生を養成する仕組みづくりを

なのですが、少子化ということもあって、

すすめていきたいと思います。
― 実施できれば、それは実にユニークな取

大学経営の話になってしまいがちです。
― いっぽう、
「福祉環境学」も看板になって

り組みになりますね。

いるようですが。

田久

田久

とはいえ、時代の趨勢からいうとな

が重要です。注目されればマスコミにも取

かなかむずかしい状況にあります。高齢化

り上げられますし、大学の名を広めること

社会で福祉に対する人々のニーズはあるの

ができます。何なら大学でバイト学という

ですが、学生の福祉離れが顕著となってい

講座をつくって社会貢献型の取り組みを行

るのです。

なうのもおもしろいかもしれません。そう

今までやらなかったことをやること

ただ、中国や東南アジアなどにはそうい

やって地域を元気にしながら、社会性を養

った福祉学をマスターしたいという学生が

成できるような大学づくりができれば最高

多いと聞いています。すでに中国、台湾から

です。学生や留学生が街で働き、社会を体

は関連法人の福祉施設に視察が来ています。

験し、学費を稼ぎ、結果として地域全体が元

中国でも、福祉のニーズは遅ればせながら

気になっていくといった循環モデルを地域

出てきたようです。ひとりっ子政策で生まれ

に提案できるかどうかが、地方大学の存続

た子どもが、親になっている時代になって
きたからだと思います。そのため、親の面

のキーワードになりますね。
― 地域という意味で、学生のボランティア

倒を見るということが、大きな社会問題に

の活動ではどうでしょうか。

なっているのです。儒教の精神にもとづき

田久

生活環境・福祉環境を考える独自な思想を輸

参加しました。これは地元の商工会議所が

出できるのではないかと考えています。

開催している祭りで、町の通りを1500基の和

下遠野歳時記「満月祭」には初めて

紙行灯でライトアップするというものです。

ローカル大学だからこそ
地域貢献型の大学を目指す

学生たちは行灯設置を手伝ったりしていま

― ところで、大学は地域と密着してこそ、

画や会場設置を担当したり、小名浜の国際

その価値も倍加すると思いますが、地域活動

交流イベントでは留学生が屋台を出店して

についてはどうですか。

自国の料理を振舞ったりしています。その

田久

ほか、
「いわき七夕祭り」の七夕飾りの設置

大学が立地するいわきの地域経済が

す。また「いわき街なかコンサート」の企

シッカリしなければ、留学生が来てもバイ

と後片付け、ゴミ拾いなどもやっています。

ト先がない状態になってしまいます。です

さらに、今年から学内にボランティアセン

から、そのあたりにはキッチリ取り組んで

ターを設置し、積極的にボランティアを行

きます。
それに、学生には職業を通した教育、つま

なえる体制をつくりました。
― 何よりも地域とともに成長することが大

りはインターンシップやアルバイトを奨励

事なのですね。本日はありがとうございまし

しています。これは学生の学習支援になり

た。

東日本国際大学 いわき短期大学
Tel：+81-246-35-0001
http://www.shk-ac.jp/
〒970-8023
福島県いわき市平鎌田字寿金沢37
大学を運営する学校法人昌平黌の歴史は古
く、孔子を祀る昌平坂学問所（1797年）の
流れをくむ。1966年にいわき短期大学を開
学。1995年に東日本国際大学を設立した。
東日本国際大学は経済情報学部と福祉環境
学部の2学部を設置。地域社会との共生を目
指した学問やボランティア活動を積極的に
推進している。
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武蔵野大学

ビジネス日本語の修得で
日本企業への就職を有利に!!
日本語を学ぶ留学生にとって、日本企業への就職は大きなステップ。そこでビジネス
日本語を学べる武蔵野大学を紹介したい。ビジネス日本語の修得で就職チャンスは一
気に拡大する!!

― 武蔵野大学ではどんなことを学習し
ていますか。
王 ビジネスで使える会話や文書作成な
どの基本的なことから、
「団塊の世代向け
の商品開発」や「コンビニエンスストア新
規店舗開業のシミュレーション」などの
演習まで、実践的なことを学んでいます。
さらに、業界研究や企業へのインターンシ
ップなども実施しており、実学重視とい
うのがビジネス日本語コースの特色です。
私は日本企業に就職して、商品企画な
どを担当したいと考えています。このコ
ースで学んだことは、かならず活きてく
ると思います。
― 武蔵野大学を選択したのはなぜです
か。
王 武蔵野大学は私が通っていた天津外
国語学院の協定校だからです。協定校は
他にもいくつかありましたが、武蔵野大
学の建学の精神が仏教に根ざしているこ
とを知りました。天津にも寺院があり、
仏教は中国でも身近な存在です。そこに
親近感を感じたのです。
実際に留学してみると、国際交流課の
方々をはじめ皆さんが親切なので、楽し
く留学生活を過ごしています。
バス旅行やスピーチコンテスト、学園
祭といった交流イベントも多く、たくさ
んの友人をつくることができました。ま
た、相撲や歌舞伎の鑑賞会などを通して、

Tel:+81-42-468-3142
http://www.musashino-u.ac.jp
〒202-8585 東京都西東京市新町1-1-20
1924年、仏教学者の高楠順次郎博士が武蔵
野女子学院を創立。65年、武蔵野女子大学
設立。03年に武蔵野大学に改称、04年より
男女共学に。
「仏教精神を根幹とした人格育
成」が建学の精神。現在、1研究科（4専攻）
5学部を設置している※。
（※平成21年4月より3研究科6学部）
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緑溢れるキャンパスも武蔵野大学の魅力

日本文化に触れることもできました。学
校で日本の伝統文化に関する授業を受け、
着物やお茶の作法も学びました。
― 日本の生活はどうですか。
王 大好きな日本のアニメや漫画を楽し
んでいます。また、大塚愛さんやコブク
ロなどの歌が好きで、友人たちとカラオ
ケでよく歌います。
その他、レストランでアルバイトもし
ています。直に日本の社会を学べる貴重
な体験になっています。
― 後輩へのアドバイスをお願いします。
王 自分の目標にむかって、優先順位を
決めて努力してほしいと思います。せっ
かく日本に来ても、生活のためのアルバ
イトに没頭して勉強がおろそかになって
しまうのは残念なことです。武蔵野大学
には留学生対象の授業料減免制度もあり、
安心して勉強に打ち込める環境が整って
いるので自信を持って勧められます。
― 留学生活の充実ぶりが伝わってきま
す。今後もがんばってください。

王 暁瑩さん（24）
（おう・ぎょうえい／ワン・シャオイン）
天津市出身
大学院人間社会・文化研究科言語文化専
攻ビジネス日本語コース在籍

富士常葉大学

会計学と日本語を学び
日中で活躍できる会計士を目指す!!
富士常葉大学では、環境学や観光学など、新しい学問に力を入れている。この大学で
会計士を目指している王さん。さまざまなことに挑戦できる環境が整っているという。

王 耀林さん（23）
（おう・ようりん／ワン・ヤオリン）
天津市出身
総合経営学部 総合経営学科4年在学

― 富士常葉大学は、ユニークな留学プ
ログラムを実施しているそうですね。
王 はい。私の母校である天津外国語学
院と「2+2」の編入プログラムを実施し
ています。これは、中国で日本語を2年間
学習した後、富士常葉大学で2年間学習
し、編入学部の学位を修得するというも
のです。帰国後に天津外国語学院の学士
を修得すれば、最短5年で日中両国の学位
を得られます。
また、今学んでいる総合経営学科は、
実用的な会計学が学べるのが魅力です。
ただ、日本で授業を受けはじめた頃は、
専門用語がわからずに苦労しました。
――将来の夢は何ですか。
王 私は会計学のおもしろさに惹かれて
おり、この学問を継続したいと考えていま
す。数字によって、企業の財務状態が把握
できるという、新しい世界を知りました。

王さんの恩師たち。右は酒井直彦・総合経営学部長、左は金沢
尚基・総合経営学部教授

まずは大学院に進学し、その後は税理
士や公認会計士の試験に挑戦したいです。
日中両国、いずれはアメリカなどでも活
躍できる会計士になりたいです。
そのために、私はさまざまな資格試験
に挑戦しています。すでに日商簿記2級に
合格し、今は1級合格を目指しています。
また、販売士3級の資格も取得していま
す。それとTOEIC（610点取得）や国際
会計検定（BATIC）にも挑戦しています。
― 大変な努力を重ねていますね。その
他にも何か活動していますか。
王 積極的に日本語弁論大会に参加して
います。人前で話すのは苦手でしたが、
度胸試しのつもりで沼津市の大会に2回、
富士市の大会に1回参加しました。その
他、静岡大学が主催した留学生のスポー
ツ大会などにも参加しました。
また、以前はコンビニでアルバイトも
していました。ここの店長には、いろい
ろなことを教えてもらい、経営学の実践
の場として有意義でした。
雄大な富士山を毎日見ながら、さまざ
まなことに挑戦できています。富士常葉
大学の留学生活には本当に満足していま
す。
― きっと日中両国で活躍できる会計士
になれると思います。今後もがんばって
ください。

Tel:+81-545-36-1133
E-mail：office@uji-tokoha-u.ac.jp
http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp
〒417-0801 静岡県富士市大渕325
2000年に設立。地元富士地域のまちづくり
に積極的に参加しているほか、環境保護への
関心も高く、日本で唯一の「環境防災学部」
を設置している。また「総合経営学部」で
は①環境・コミュニティ ②経営・マーケテ
ィング ③会計・経営情報 ④観光ビジネス ⑤
スポーツマネジメントの5コースを設置して
おり、幅広い学生ニーズに対応している。
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ARC日本語学校

日本語から進学相談まで
サポートしてくれる日本語学校!!
質の高い日本語教育で定評のあるARC日本語学校。日本語だけでなく将来のアド
バイスまで、しっかりサポートしてくれるのが魅力。入学2年目の陳さんがARCの
魅力をガイドしてくれた。
― 日本に来るキッカケは何だったので
すか。
陳 父が日本と貿易している関係で、昔
から日本のドラマを見たり、音楽を聴く
機会がありました。高校から日本語を専
攻し、日本留学を目指していました。高
校卒業後に日本へ留学したいと父に話し
たら賛成してくれたので、07年に来日し
ました。
― ARC日本語学校を選んだ理由は何で
すか。
陳 実用的な日本語を習得したいと思っ
て、インターネットなどで日本語学校を
調べていたところ、ARCの評価が高かっ
たので、入学しました。
実際に授業を受けてみると、授業にさ
まざまな工夫がされていると感じます。
例えば、テレビドラマを見ながら、日常
会話で使えるセリフを学習するといった

こともしています。また、テキストも絵
や図が多用されていて、わかりやすいと
感じます。
― 特徴的な授業があったら紹介してく
ださい。
陳 「日本事情教育」という授業は役に
立っています。これは新聞に掲載されて
いる日本の時事問題から日本語を学ぶ授
業です。このおかけで、日本政府の方針
や中国との関係などについて関心を持つ
ようになりました。
― 将来の夢は何ですか。
陳 父は経済学を学んでほしかったので
すが、私は理系の大学に進学するつもり
です。とくに、中国で深刻になっている
環境問題に関心を持っています。この分
野では、日本の技術は先進的なので、大
学院まで進みたいと考えています。
― 後輩たちへのアドバイスをお願いし
ます。
陳 私が進学のことで悩んでいた
とき、ARC日本語学校の先生が
アドバイスしてくれました。こ
こには楽しく学べる温かい雰囲
気があります。オススメの日本
語学校です。
― 学んだことが活かせるといい
ですね。がんばってください。

日本の時事問題から日本語を学ぶ

渋谷校
Tel:+81-3-3409-1057 E-mail: china@arc.ac.jp
http://www.arc-cn.com/
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-7
その他、渋谷駅前校、新宿校、新宿駅前校、池袋校、横浜校、
大阪校、梅田校、京都校を開校
1986年に創立。アーク（ARC）とは「世界への架け橋」という
意。日本語教育だけでなく、日本の文化、歴史、社会規範につ
いても教育する。30カ国以上の外国人学習者が学んでおり、学
習層も語学留学生からビジネスマン、研究者、語学教師などと、
幅広い。同時に、日本語教師の養成にも力を入れており、
『日本
語教育能力検定試験』では、全合格者の2割近くをARC日本語学
校の在校生および卒業生が占めるほどレベルが高い。
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陳 晟純さん（19）
（ちん・こんじゅん／チェン・ションチュン）
上海市出身

TCCは…進路から生活まで丁寧な指導！
TCCは…新宿駅から電車で10分！
駅から徒歩１分！
TCCは…学費が安い！
TCCは…学校の近くに
寮完備！
詳しくはホームページで！

http://www.tcc-ji.com/

T C C 日 本 語 学 校
お問い合わせは

教中
育国
交と
流日
を本
の
推
進

Eメール：tcc-ji@tcc-ji.com（中国語可）
TEL：03-3388-6728（中国語可）

「新しい世界の構造を見据えた教育交流が重要」
と考える
名古屋外国語大学では、日本語学科においても経験豊富な教授陣を揃え
実践的な語学教育の充実を図るとともに、水谷修学長が
中国・西安で開催された日本語弁論大会において審査委員長を務めるなど、
「金蘭の交」の精神で、中国と日本の交流推進に
取り組んでいます。

名古屋外国語大学

〒470-0197 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地
TEL +81-561-74-1111
http://www.nufs.ac.jp/

大きく夢を育てる、
あなたが主役のステージです。
神田外語大学がある街、幕張。
ここは世界に名立たる企業のインテリジェントビルが立ち並ぶ新都心であり、
内外の情報が飛び交う先端的な情報発信地です。
まさに、
「世界が見える場所」であり、みなさんに、
将来の夢を実現するために必要な、
スピリッツやチャンスを与える地でもあります。

神田外語大学

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区 若葉1-4-1
TEL+81-43-273-2826 http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

広い国際的視野に立って
活躍できる人材を養成する
本学は、外国語並びに国際文化に関する理論と実
際を教授研究し、高い外国語能力、広い国際知識、
深い法・経・商等の基礎的教養を具えた、人格の
円満な、国際的人材を育成すると共に、地方にお
ける特殊な学術研究の中心として、文化の発展向
上に寄与することを目的としています。

神戸市外国語大学

〒651-2187 神戸市西区学園東町9-1
TEL+81- 78-794-8121
http://www.kobe-cufs.ac.jp/china̲index.html（中文）

都道府県中国事務所
インターネットで情報発信を強化
静岡県上海事務所
+86-21-62750909
http://www.shizuoka.net.cn/
今年6月に富士山静岡空港を開設する静岡県。中国からの観光客
誘致を目的に、昨年3月に中国語専門サイトを開設し、中国向け
の情報提供を充実させている。テーマは、観光、文化・伝統、
若者向けショッピング（化粧品等）
、留学情報など。運営するの
は静岡県広報局だが、サイト更新は静岡県上海事務所がバック
アップしている。

富山県大連事務所
+86-411-83687879
http://www.pref.toyama.jp/sections/1005/kannihonkai/jimusho/
独自に調査収集した中国・大連の経済・教育・観光情報が好評。
例えば「大連の国有企業改革と中国におけるMBO」
「大連市にお
ける日本語教育・人材育成の状況」
「大連市農業の発展と経済交
流」「大連市における老人産業の展開」「中国の訪日観光事情」
といった調査レポートが人気。大連のビジネス情報を知る上で
役に立つサイトだ。

石川県上海事務所
+86-21-62700489（内線2400）
http://www.pref.ishikawa.jp/syoko/kaigai/shanghai.htm
最新の上海レポート（展示会・見本市やセミナー、経済指
標など）を充実させているが、圧巻は「中国で頑張る石川
人」コーナー。これまで、西日本旅客鉄道上海代表や北國
銀行上海駐在員など約20名の仕事内容や上海での生活につ
いて紹介している。生活者の視点から上海を理解するのに
役立つサイトだ。

■その他中国事務所一覧
名
称
岩 手 県
宮 城 県
福 島 県
神奈川県
栃 木 県
茨 城 県
長 野 県
福 井 県
新 潟 県
愛 知 県
岐 阜 県
大 阪 府
兵 庫 県
岡 山 県
広 島 県
高 知 県
福 岡 県
福 岡 県
長 崎 県
大 分 県
宮 崎 県
鹿児島県
沖 縄 県
沖 縄 県

〒
116001
116001
200336
116600
―
200336
200336
200336
116011
200336
200336
200336
―
200336
200052
200336
200021
―
200036
200336
200002
200336
350001
200001

所在地
大連市中山区人民路15号 国際金融大厦13F
大連市中山区人民路15号 国際金融大厦13F
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心1710室
大連経済技術開発区金馬路135号 銀帆賓館1100号
香港湾仔皇后大道東183号 合和中心4001
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心1708室
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心21F
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心212室
大連市西崗区中山路147号 森茂大厦5Ｆ
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心3F
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心1906室
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心407室
香港中環皇后大道中20号 太平行1203室
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心319室
上海市長寧区延安西路1088号 長峰中心706室
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心609室
上海市淮海中路98号 金鐘広場37F
香港金鐘道89号 力宝中心第ニ座1612室
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心2002室
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心319室
上海市金陵東路2号 光明大廈2507室
上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心319
福州市華林路97号
上海市黄浦区漢口路398号 華盛大厦1603B室

TEL
0411-82507436
0411-82507436
021-62705001
0411-87613401
852-2501-7222
021-62753338
021-6270-0489
021-62953322
0411-8369-5458
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