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ビジネス（香港・広東共通）

香港＆広東

JAC 香港デザイン/
インテリア・住宅関連 香港 応相談

大手オフィス家具メーカーにて内装設計者
の募集。内装実務（CAD必須）経験。英語必
須。

JAC 香港フード/
フードビジネス（和食） 26K香港 日系飲食店の新店舗立ち上げ店長候補。日

本での研修あり。広東語ビジネスレベル。

JAC 香港顧客サポート/
広告・出版・印刷 17K～19.5K香港

日系新聞社での営業アシスタント・顧客対応
業務。出張同行あり。英語会話。VISAホルダー
のみ。

JAC 香港フード/食品 香港 25K～28K
（応相談）

海外での飲食店勤務経験者。

JAC 香港営業/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 50K～80K

(応相談)
外資系投資顧問会社の日系富裕層向けカス
タマーサービス&営業、候補者次第で具体的
業務内容を決定予定。

JAC 香港顧客サポート/
生命保険・損害保険

～40K
(応相談)香港

外資系保険会社の営業とカスタマーサービ
ス募集、保険の業界での営業かカスタマー
サービス経験者。

JAC 香港顧客サポート/外資系銀行 ～35K
(応相談）香港/新界

外資系ネット証券会社における日本人向け
カスタマーサービス募集、SFC資格歓迎、英
語必須。

JAC 香港金融/証券・投資銀行 30K～40K
(応相談）香港/新界

外資系投資会社のストラクチャードファイナン
ス担当者、金融機関の投資銀行部門、投資
関連経験歓迎。

JAC 香港コンサル/
専門コンサルタント 香港/香港島 20K～40K

(応相談)

外資系コンサル会社の若手～シニア2名募
集、営業経験1～7年程度、金融かコンサル
関連経験者歓迎。

JAC 香港営業/ガラス・化学・石油 20K～40K香港/香港島
燃料の新規開拓営業を中心とした販売。中・
長期的な取引営業に興味ある方。北京語ま
たは英語ビジネス。

JAC 香港営業/食品 香港/新界 ～23K
(応相談）

食品関連営業経験者。

サロン/
エステティック・美容・理容 香港 RGF 香港20K～25K

美容カウンセリング、サービスや料金体系の
提案、予約管理、スタッフ調整、実際の美容
サービスの提供。経験不問、トレーニング有。
美容業界に興味のある方歓迎。

サロン/
エステティック・美容・理容 香港 RGF 香港30K～35K

マネジャー、店長としてお店の管理、マネジメン
ト。スタッフの管理、トレーニング及び、月次、
週次、日々の数値管理。売り上げ拡大の為の
戦略構築。経験者採用、7年以上の経験。

RGF 香港営業/不動産 上海或いは
北京 RMB20K

大手総合デベロッパーにて日系企業向けの
営業。ITバックグラウンド、北京語堪能な方
歓迎。

RGF 香港経理/
半導体・電子・電気機器 深圳 40K～

電気・電子部品製造業にての財務部長職。
深圳工場の経営管理、財務分析。北京語必
須。

RGF 深圳倉庫管理マネジャー/
物流 深圳 RMB

15K～25K

保税区倉庫でマネジメント職。日系企業窓口、
現場人員管理、マネジメント資料作成等。中
国語：現場スタッフへの指示が出せるレベル。
英語：メールの読み書き、電話ができるレベ
ル。

広州 RMB15K RGF 広州金融/保険

業界大手の保険会社にて若手の日本人女性
を募集。日系企業向けの営業、営業戦略の立
案。他にもマーケティング業務など幅広い業
務を経験出来る事は今後のキャリアアップ
に大いに役立つ。

RGF 広州工場管理/製造業 広州 RMB37K
（額面）

自社製品（プラスチック射出成形品取出ロ
ボット）製造工場の管理者、工場管理マネジ
メント全般。中国工場にて総経理職などマネ
ジメント経験者。取扱い製品は不問。

JAC 香港専門職関連/外資系銀行 香港/香港島 50K～60K
(応相談)

外資系投資会社の社内契約書実務担当、日
本法律知識必須、英語か中国語必須。弁護
士資格不要。

香港

JAC 香港事務系関連職/
ガラス・化学・石油 香港/香港島 18K～22K燃料商社にて営業アシスタント（内勤）。北京

語または英語ビジネス。



ビジネス（香港・広東共通）

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

15Pocket Page Weekly 25 October 2013 No. 406
B

テンプスタッフ
広州

営業/
海運・鉄道・空輸・陸運

深圳 RMB20K
既存顧客窓口、販促・新規開拓、人事管理、
売り上げ管理。電気電子業界の営業経験者
ベスト、中国語日常会話～ビジネスレベル。

テンプスタッフ
広州その他/繊維・アパレル RMB15K

事務所・検品フロア・リーダー管理、日本から
の出張者対応。社会人経験3年以上、中国で
長く仕事ができる人、語学不問。

テンプスタッフ
広州

生産管理/
鉱業・金属製品・鉄鋼 20K～23K

製品の生産工程管理、部下の指導、納期・品
質管理、データ分析。生産管理経験、中国語
日常会話。

生産管理/繊維・アパレル 東莞

江門

広州

25K～30K財務部会計。財務・会計経験2年以上。

テンプスタッフ
広州

顧客サポート/
海運・鉄道・空輸・陸運 RMB15K深圳

新規開拓営業、受注後のサポート、見積もり、
デザイン打ち合わせ。営業経験あればベター、
中国語できる方尚可。

営業/専門商社

テンプスタッフ
広州経理/ゴム

営業/建設・土木

テンプスタッフ
香港

IT関連技術職/
ソフトウェア・情報処理 香港/九龍 20K

金融機関向けソフト開発。その他プロジェク
ト対応。

テンプスタッフ
香港

営業/
フードビジネス（総合） 20K～30K香港/九龍 飲食店への設計、プランニング、施工サービ

スの提案営業。フード関連ビジネス経験者。

テンプスタッフ
香港

営業/
医療用機器・医療関連 香港/香港島 20K～25K香港内の医療機関、食品工場、飲食店向け

営業。

テンプスタッフ
香港

フード/
フードビジネス（アジア系） 20K香港/九龍 ラーメン店：店長業務、店舗管理全般。

営業/物流・倉庫 香港/九龍
テンプスタッフ

香港18K～25K
日系顧客向け営業。将来的にはマネジャーを
目指している方。

テンプスタッフ
香港

事務系関連職/
繊維・アパレル 香港/九龍 15K～25K

マーチャンダイジング業務全般。アパレル経
験者歓迎。英語および北京語日常会話レベ
ル。

テンプスタッフ
香港

顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 10K香港/香港島

半日勤務。顧客問い合わせ対応および日英・
英日翻訳など。

テンプスタッフ
香港営業/専門商社 20K～30K香港/九龍 日系、ローカル既存顧客に対する営業、新規

開拓営業。半導体製品中心。

香港/香港島 18K テンプスタッフ
香港

電子/
半導体・電子・電気機器

営業アシスタント業務全般。顧客同行訪問お
よび出張対応要。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港経理/建設・土木 15K香港/香港島

総務および簡単な経理業務。経験不問。英語
または北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

電気/電気・電子関連 35K～45K香港/香港島
ビジネスコンサルティング業務全般。日本マ
ーケットの取りまとめ。英語ビジネスレベル。

事務系関連職/
広告・出版・印刷

事務系関連職/金融

企画・管理・経営関連/
専門コンサルタント

テンプスタッフ
香港顧客サポート/物流・倉庫 15K香港/新界

引っ越し業務の社内アシスタント。お問い合
わせ対応など。英語または広東語日常会話レ
ベル。

テンプスタッフ
香港

営業/
エステティック・美容・理容 20K～25K香港/九龍

美容関連商品の仕入先および卸先開拓。英
語および北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

教師/教育 香港 20K文系又は理系の教師：小中学生担当。

テンプスタッフ
香港営業/物流・倉庫 20K香港/九龍 日系企業向け営業。新規顧客開拓中心。

香港＆広東



　1位の「半沢直樹はまだマシである」は三井住友銀行顧問の西川善文氏の経営者ブログ。住銀
時代に担当したイトマン問題の処理を巡っての生 し々い実態が書き込まれています。米アップル
のスマホ「iPhone」の販売を決めたにもかかわらず、9月の契約数が6万件を超す純減となった
NTTドコモ。冬春商戦では「ツートップ」戦略を改めることも発表しました。読者の関心も高く、ドコ
モ関連の記事が複数ランクインしました。5日～11日のよく読まれた記事を紹介します。
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ビジネス（香港・広東共通）

半沢直樹はまだマシである　銀行時代の理不尽（7日）

（3）詳しくは電子版をご覧ください。

（4）次期iPhone、カギ握るLTE新周波数帯（12日）

（5）帰省・レジャーで陥る「夏貧乏」（12日）

（6）忍者屋敷に宇宙船・・・驚きオフィス （14日）

（7）マクドナルド、止まらぬ客離れ（13日）

（8）「半沢直樹」　ブームと株価 （10日）

（9）認知症男性死亡、電車遅れで損賠命令（10日）

（10）ヤマダ電、ネット販売との消耗戦（15日）

詳しくは電子版をご覧ください。

（3）ノーベル賞、「ヒッグス粒子」2氏が大本命 （6日）

（4）マイホーム選びの法則、価格の目安は「7.8％」 （8日）

（5）ドコモ、ツートップから転換　冬春は「お薦め3機種」 （10日）

（6）シャープ、見えぬ出口　高橋社長 迷いの100日 （7日）

（7）詳しくは電子版をご覧ください。

（8）「消費増税貧乏」は防げる　負担克服に2つの秘訣 （7日）

（9）マイホーム、「今が買い時」の虚実 （5日）

（10）ただの過保護とはいえない盛況の親子婚活ビジネス （9日）

香港

香港

香港

読まれた記事ランキング
10月5日～10月11日
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ビジネス（香港・広東共通）

快適性・機能性を追求し
生産性が高まるオフィスを目指す

香港 香港

1967年　奈良県生まれ。
　大学卒業後、コクヨに入社。
　国内営業を経験後、ファニチャー事業会社の
営業企画、経営企画部門で企画業務を担当。
その間、投資案件のプロジェクトリーダーや関
連会社の事業立ち上げを兼任。2010年から
Wilkhahn Japan社の代表取締役を経て、2013
年4月より現職。妻と一男一女を東京に残し、香
港に単身赴任中。歴史小説の愛読とゴルフが趣
味。

太田晴規　董事総経理

KOKUYO INTERNATIONAL ASIA
Live office & Showroom
住所：8/F., The Sun’s Group Centre,
           200 Gloucester Rd., Wan Chai
電話：(852)2522-3292
ウェブ：www.kokuyo.com.hk

　今回はオフィス家具、公共家具、店舗什器等の製造販売およびオフィス、公共施設、商業施設等さまざまな空間の構築を行い、
現状調査から企業の戦略や働き方、施設の特性に合わせた空間デザイン、プロジェクトのトータルサポートまでお客様とともに「空
間価値創造」を展開しているKOKUYO INTERNATIONAL ASIAの董事総経理、太田氏にお話を伺った。

　「KOKUYO」が考える快適なオフィス空間やオフィスの
役割や方向性を話してくれた太田氏。「KOKUYO」ではビ
ル探しから引越し、快適性と機能性を兼ね備えたオフィ
スの相談などトータルで相談にのってくれる。

PPW： 御社の考える快適なオフィスを教えてください。

太田氏：そもそもオフィスは住空間とは異なり新しい価値を生み出す場
であるので、生産の場としての機能性の高さが最も重要である
と考えます。また工場とは異なり人間が中心に活動する場であ
るため、健康で安心して仕事ができる快適性が必要になります。
快適なオフィスとは、単に広さや立地条件だけではなく、働く人
を中心にデザインされた人に優しいオフィスであると言えるの
ではないでしょうか。ホワイトカラーの生産性について議論さ
れて久しいですが、我々は、人に優しいオフィス空間への投資
が生産性向上のための近道であると信じています。

PPW：それでは、オフィス空間が快適である為に一番大切なものはなん
でしょうか。

太田氏：家具や什器の単体の仕様や性能ではなく、内装を含めた空間
全体のバランスが重要であると考えています。空間としてのバ
ランスが取れたオフィスは衛生要因としての不満をクリアする
ことはもとより、人が起きている間の大半を過ごす空間である
オフィス空間にいること自体が楽しくなり、仕事に集中でき、結
果的に生産性が高まる、そのようなオフィス作りを目指してい
ます。

PPW：日本では座り心地の良いイス、程よい高さの机、全て含んで快
適なオフィス空間という認識があるように思います。追求する
理想の空間を教えてください。

太田氏：オフィスで働くプロフェッショナルが自らのパフォーマンスを最
大化できる機能性と快適性を兼ね備えたイノベーティブな空
間が理想の空間と言えるでしょう。それに加え、オフィスが自社
のポリシーやアイデンティティを表現できるブランド発信力を
兼ね備えることによって、来訪者に対するブランド認知に貢献
することはもとより、ワーカー同士の結びつきを強くし、会社に
対する愛着心を高め、インターナルブランディングにも役立つ
と考えます。

PPW：香港と日本でオフィスに対して認識の違いはありますか。

太田氏：まずオフィスの捉え方としての違いを申し上げると、日本ではオ
フィスを投資として捉える経営者が増えており、ワーカーの能
力を高めるための新しい発想のオフィス作りのトレンドが毎年
次々と生み出されています。一方香港では、日本よりも多国籍
で多様な背景を持つ企業が多く、特殊なオフィス事情も相まっ
て一部の企業を除いて、オフィスを経費として捉えられることが
多いのではないかと思います。ワークスタイルとしては、執務ス
ペースは世界的にはオープンコミュニケーションが主流になり
つつありますが、香港ではひとりひとりのデスクをパネルで囲
むスタイルが好まれるようです。

PPW：今後人々はオフィスに対して何を求めると思いますか。

太田氏：これからはコミュニケーションの場としての役割が増してくると
思います。IT技術の進展によって、業種によっては必ずしもオフィ
スに集まって働かなくてもすむ仕事が増えつつあります。「働
き方の自由」と「生産性向上」の両立は今後どの企業にとっても
課題となってくると思いますが、物理的な空間の共有によって生
まれるリアルな情報の交換は、時代を超えて普遍的な重要性
を持つと考えます。会議やミーティングのようなフォーマルなコ
ミュニケーションではなく、廊下や休憩室での何気ないやりと
りや軽い会話、つまりインフォーマルなコミュニケーションがチー
ムとしての互いの理解と信頼感を醸成し、企業にとって活力を
生むイノベーションを引き起こすきっかけになるのではないか
と考えます。

香港＆広東



ビジネス（香港・広東共通）

18 Pocket Page Weekly 25 October 2013 No. 406
B

　前回は人事評価シリーズの第4回として、評価の処
遇への反映についてご説明しました。今回は同シリー
ズ最終回として、評価者の課題についてご案内します。

■評価制度の運用課題
　評価期間終了後にまず自己評価を行い、直属の上司
による一次評価が行われます。当然ながら自己評価は
常に高い傾向にあり、また上司による一次評価も寛大
化傾向にあります。次に部門ごとに二次評価が行われ
ますが、ここでは相対評価が行われることが多いと言わ
れます。最後に評価会議などで最終評価が行われます
が、部門やその評価者によって評価基準のバラつきが
大きく、最終評価段階に来て再び激しい甘辛調整を必
要とするケースが多く見られます。ブラックボックス化し
たその結果、一次評価や二次評価の内容が大きく覆さ
れることも多く、評価そのものの意義を見失う評価者が
出てしまうなどの悪循環に陥ることもあります。
　甘辛調整を激しく行わなくとも済むようにするには、
標準偏差を使って機械的に調整を行うことや、事前の
評価者訓練などを通じ、あらかじめ基準を統一しておく
などの取り組みが必要と言えます。
　そして最後に本人に対するフィードバック面談を行
いますが、残念ながら結果だけを伝えているケースも目
立ちます。本人の育成を行う目的でフィードバックを行
わなければ、ここに至るまでの全プロセスが結局無駄に
なってしまうとも言えます。

■ 評価者の課題
　図１．に評価誤差のケース例を記しましたが、特に中
国においては「寛大化傾向」がよく見られます。ローカル
管理者の中には「部下に嫌われれば動いてくれない」と
いう発想から寛大化傾向が発生するケースが多いと言
われています。またその逆で、個人的な好き嫌いから特
定者に対する厳格化傾向も一部で見られます。こうした
評価エラーを防止し、評価の原則を習得するための取
り組みとして、事前の評価者訓練は重要です。
　評価者は訓練を重ね、評価の目的や意義をしっかり
認識し、絶対的な公平さや公正さを持てないという限
界はあるものの、「磨かれた、優れた主観」つまり、評価

第42回　「中国における人事評価について(5)」中国人事労務のエッセンス

住所：深圳市福田区民田路178号華融大厦1909-10
TEL：（86)755-2399-6500
E-Mail：infosz@anchor-hrm.com.cn
URL：http://anchor.yingchuang.com/JP/
「中国人事労務のエッセンス」過去記事すべてを弊社HPに掲載しています。
こちらのアドレスからご覧ください。
http://anchor.yingchuang.com/JP/

北尾直樹 インテリジェンスアンカーコンサルティング深圳　総経理

のための視点を持ち、人間力を傾けて評価に取
り組んでいく必要があります。
　部下は自分の現状･位置･評価を知りたがっ
ています。自分で自分を知ることが実は一番難
しく、現実を直視できた時に人は強くなり、成長
できると言われます。伸びなくなるのは現実直
視を避けた時です。部下が的確に現状を認識
し、適切に自己評価ができるようになること、そ
うなるためには毎日が評価と言えます。
■ 評価者訓練＝管理者育成
　いかに優れた評価制度があろうとも、実際の
運用がうまくいかなければ意味のないものに
なってしまいます。これまで多くの評価制度を目
にして来ましたが、制度というよりは運用そのも
のに課題を抱えているケースが多いのも事実で
す。いかにシステマティックな制度であろうとも、
評価は必ず人の手を介して行われます。日常の
マネジメントを通じて部下の育成をしっかり出
来ない上司は本来評価者になるべきではなく、
また、管理者としても失格と言えます。評価者訓
練の重要性については先に触れた通りです。評
価者訓練を通じて評価の基本を学びつつ、それ
を日常のマネジメントに落とし込んでいく。評価
者訓練とは管理者育成そのものなのです。

図１．一般的に陥りやすい評価誤差のケース
　中国においては、「寛大化傾向」がよく見られる。ローカル管理者の中には、「部下に嫌われ
れば動いてくれない」という発想から寛大化傾向が発生するケースが多い

ハロー効果

近時点効果

理論的誤差

対比誤差

寛大化傾向

中心化傾向

厳格化傾向

一面的な強い印象だけで、
全体の評価を決定してしまう

直近の仕事ぶりだけで、
全体の評価を決定してしまう

評価者が自ら作りあげた理論で、
評価を決定してしまう

評価者が自分と被評価者を比較し、
評価を決定してしまう

どの人にも甘い評価をつけてしまう

どの人にも平均的な評価をつけてしまう

どの人にも厳しい評価をつけてしまう

・自分の評価ぐせを知り、
  意識的に改善する
・考課者会議を実施して、
  基準をそろえていく
・甘い評価には具体例を
  提出させる
・最終ブラックボックスで
  調整する、など

・自分自身でなく、
  職務基準に照らした評価を行う

・自分流の論理や理屈を
  先行させない
・職務基準に照らした評価を行う

・評価要素ごとに評価を行う

・「人」ではなく、その人の「能力」を 
  みるように心がける
・結果や事実に基づいて
  評価するようにする

広東

H.I.S.香港　新店舗移転オープン！
　去る9月27日、｢H.I.S.トラベルワンダーランド香港｣にて新店
舗披露会が行われた。チムサーチョイ(尖沙咀)のオフィスビル
から同じくチムサーチョイ(尖沙咀)のThe Cameronに店舗を移
し、新たなスタートを切った。新しい店舗は以前とは少し変わり、
来店型のより顧客目線で考えられた作りになっている。天井が
高く開放感のある店内には、旅行パンフレットが並び、カウン
ターも増えた為、旅行の計画を相談しやすい。
　当日は、日光江戸村から来港した忍者達がパフォーマンスを
行い、来場者の目を釘付けにした。写真撮影等も行われ、同会
は終始和やかなムードで幕を閉じた。
　同店では、クリスマス、年末年始から旧正月にかけての海外
旅行プランに力を入れていて、今なら特別価格での提供も。
バンコクやホーチミン、アンコールワット等の東南アジアへの
ツアーが人気。いずれも、現地支店が24時間日本語サポートし
てくれるツアーなので安心だ。まだ旅行の計画を立てていな
い方は今がチャンス。新しくなった同店で相談してみよう。

H.I.S.トラベルワンダーランド香港 
住所：102, 1/F, The Cameron, No.33 Cameron Rd., TST 
アクセス：MTR 尖沙咀駅B2出口から徒歩3分。
キャメロンロード パークホテル横 The Cameronの1階

License No. 350391

電話：(852)3961-6999 
時間：月～金　9:30～18:00
土　9:00～15:00
日曜・祝日定休

広東
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STARTS香港
Company License No. C-023320
STARTS香港
Company License No. C-023320
STARTS香港
Company License No. C-023320

TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041
TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041
TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041

深圳

香港&広州

広東

香港香港

香港広州

（物件名）  ロイヤルペニンシュラ/ROYAL PENINSULA/半島豪庭
（所在地）  ホンハム(紅磡)
（間取り）  3LDK  1,270sq. ft.
（室　内）  全家具家電あり 
（環　境）  ホンハム(紅磡)駅すぐ
（備　考）  ペットOK。プール・ジム・小学校・幼稚園送迎バスあり。
（月　額）  HKD36,000  管理費、税金込み

Royal Peninsula

LES SAISONS

（物件名）  ラ・セゾン/LES SAISONS/逸濤湾
（所在地）  セイワンホー(西湾河)
（間取り）  3LDK　950sq. ft.
（室　内）  全家具家電あり
（環　境）  サイワンホー(西湾河)駅  徒歩  5分
（備　考）  海際に建つスタイリッシュなマンション。日系スーパーへは徒歩
  圏内。近くには九龍方面を往来するフェリーターミナルあり。
（月　額）  HKD34,000　管理費、税金込み

Robinson Heights

（物件名）  ロビンソンハイツ/ROBINSON HEIGHTS/楽信台
（所在地）  半山区 MID LEVEL
（間取り）  3LDK　1237sq. ft.
（室　内）  全家具家電あり、海景、花火見える
（環　境）  セントラル（中環）駅　徒歩　10分
（備　考）  ソーホーやランカイフォン（蘭桂坊）などの各種の飲食店
  が集中するレストラン街と香港有数のアンティーク街が
  あり。
（月　額）  HKD48,000　管理費、税金込み
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Property Agency List
日系不動産代理一覧

Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., Causeway Bay
スターツ  TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,
463-483 Lockhart Rd., Causeway Bay
第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 709, 7/F., Kornhill Plaza-Office Tower,
1 Kornhill Rd., Quarry Bay
三宝不動産  TEL (852) 2566-0155
Room 1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,
15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Room A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2,
28 Jardine’s Crescent, CWB
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号
中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産  TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号
広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区天河北路233号
中信広場1205室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
広州カジワ不動産 TEL (86) 20-3880-5837
広州市天河区体育東路140-148号南方証券大厦1013-1014室
ミドリ不動産 TEL (86)20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際16階
ABC不動産 TEL (86) 20-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階B
ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路
江蘇大廈B座1013室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
深圳カジワ不動産 TEL (86) 755-2391-7261
深圳市福田区彩田南路3069号星河世紀大廈A座2411室  
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サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第20節】
　8月31日から9月12日まで、中国遼寧省の瀋陽で「第12回中国
全国運動会」が開催された。この大会は日本の国民体育大会

（国体）に相当する国家規模の体育行事であり、4年毎の開催で
ある事から「中国のオリンピック」と形容されている。

　正直なところ、この大会への興味を抱く在留邦人は、ほとんど
存在しないと思う。実際に広東省や香港の代表団も参加してい
たので、多少の戦果報道は為されていたとは思うが、べつに日
本人選手が参加している訳でもなく、筆者自身も大会が終盤に
差し掛かるまで、完全に気を弛めていた事を白状する。

　9月中旬のとある朝、筆者の携帯に「倉田安治（=監督）」さん
からの着信があった。監督から直々にお電話を頂く事など滅多
になく、まして北の北の遼寧省からのシーズン真っ只中のお電
話に胸騒ぎがした。電話口の監督は上機嫌だった。筆者のよう
な者を相手にご機嫌を伺ってきたので、やっぱり普通ではない
ご心境なのだと察した。

　「ず～っと連絡できなかったんだけど、やっと終わったよ！やっ
とプレッシャーから解放されたよ！（中略・・・） あれ？もしかして、
結果を知らないっ？！」

　筆者はこの時点で、監督に対して大失態を演じている事を
悟ったのだ。監督はこの大会の男子サッカーU-18の部で、地元
遼寧省U-18代表を率いての全国優勝を果たしていたのだっ
た。筆者は、この大会は9月の下旬から国慶節の時期まで開催さ
れるものと思い込んでいて、既にU-18の部が終わっているなど
とは思ってもいなかったのだ。

　倉田安治監督は、Jリーグが開幕する直前に現役を退いた元
日本代表選手で、Jリーグ開幕後は、J1やJ2のクラブで監督や
コーチを歴任してこられた方だ。日本サッカー協会のS級指導
者であり、サッカー中継の解説者としても守備戦術の語りに定
評のある方だ。

　あまり知られていないが、監督は中国での日本人指導者とし
ての草分け的存在なのだ。一昨年の東莞南城（中国3部）の臨時
コーチを皮切りに、昨年は大連阿爾濱（中国1部）のサテライト
監督を、そして今年は大連阿爾濱に籍を置きながら、遼寧青年

（中国3部）および遼寧省U-18代表の監督として若年代チーム
の指導にあたり、今回、全国優勝という見事な結果を残したの
だ。

　監督が電話口で言っていたように、全国運動会で地元遼寧省
の代表チームを率いる事に、とてつもないプレッシャーを背負
い込んでおられたようだ。サッカーに限らず他の競技すべてに
おいて、省の代表として結果を残す事が、その競技における省
の未来を担う事にもあたり、遼寧省という地方自治体の名誉の
掛かる大会に、日本人の指導者が抜擢され、好結果を厳命され
ていたのだ。

　日本人指導者による今回の快挙を、中国内で報じている媒体
は少ない。地元でも遼寧省チームの快挙は大々的に報じても、
日本人の指導を乞うた事実は、紹介程度の内容で済まされてい
るようだ。無論、全国規模の媒体では、監督の実名入りの報道を
この眼にする事は、ほとんどなかったと言って良い。

　同様に、中国内の報道を転用するだけの日本の媒体でも、優
勝直後の一部の報道を除くと、監督の快挙が報じられる事はな
かったように思う。わざわざ中国の体育大会を取材する機会も
ないだろうから、致し方のない事ではあったが、何とも日本の皆
さんに伝わっていない事が歯痒かった。

　歯痒いと言えば、今回の監督と遼寧省U-18代表の快挙の裏
にはもうひとつの逸話がある。男子サッカーU-18の部の決勝戦
で、遼寧省U-18代表は延長戦の死闘の果てに、2-0で浙江省
U-18代表を破ったのだ。その敗れた浙江省U-18代表を率いて
いたのが、日本のS級指導者である石崎信弘監督だったのだ。

　石崎監督も倉田監督と同様に、Ｊリーグのクラブでの指導実
績のある方で、岡田武史監督率いる杭州緑城（中国1部）のU-18
チームの指導にあたり、同チームがそのまま浙江省U-18代表と
して大会に参加した事で、U-18の部では日本人指導者対決が実
現したのだ。

　実は岡田監督の杭州緑城には、石崎監督以外にも数名の日
本人指導者が在籍している。この杭州緑城の各年代チームが浙
江省代表としてこの大会に参加していた為、浙江省発信の報道
を日本の媒体が引用して、ビッグネームである岡田監督率いる
日本人指導陣の活躍として、日本でも紹介されていたのだ。

　それはそれで記事単体としては成立しているのだが、その記
事にはU-18の部の決勝戦で敗れた方の、浙江省U-18代表の石
崎監督だけが活字に躍り、彼らを破った遼寧省U-18代表の倉田
監督の存在については、一文字も綴られていなかったのだ。

　引用記事である以上、現地での前後関係は敢えて調べないと
分からない、とは思う。しかし、岡田監督というビッグネームの指
導体制のひとり、という理由で石崎監督が活字に躍り、彼らを結
果で上回って優勝を果たした倉田監督が、記事の注釈にも載ら
ないという事に、本当に不愉快な思いが巡った。

　しかし、勝負の世界では勝者の側に光が射し込むと信じてい
る。倉田安治監督の中国での指導の舞台は、もうひとつ上に昇
るに違いない。吉報は年内に届くだろうか？次は粗相のないよ
うに情報収集を怠らない覚悟だ。

≪つづく≫

文 / 池田宣雄 （イケダノブオ）

香港サッカー協会賛助会員

香 港 紫 荊 會 有 限 公 司

香港新界屯門震寰路3號
德榮工業大廈20樓B3室
Tel :(852)2854-9051
Fax:(852)2854-9052
Mail:ikeda@bchk.info 
URL:www.bchk.info

深圳香港&広州

香港香港深圳
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フラワーアレンジメントと
パーソナルカラー診断が受けられるNezu Style
　香港で日本と同じようにお花のサービスやフラワーアレンジメントのレッスンを楽しめるところ
があるのをご存知だろうか。ジョーダン(佐敦)を拠点に活躍する素敵な日本人フローリストおよび
パーソナルカラー専門に提供しているオーナーの根津奈実さん。
　以前はファッションの中心地、東京表参道にあるショップ兼スクールで契約デザイナー、インスト
ラクターとして働いていた経験を生かし、現在は香港で様々な顧客や生徒のニーズに応えている。
スタイルにはこだわらず、幅広くレッスンやサービスを提供している根津さんは日本人のみならず、
香港人や西洋人にも人気がある。
　色彩に関する幅広い知識を持っているので、レッスンでは常に色の組み合わせを楽しめる。また
上手な色合わせや花の組み合わせの講義などもある。自分で花を選び、自分で作れるようになって
もらいたい、その根津さんの思いがカリキュラムにも反映されている。

　忙しい人には人気の「季節のワンデーレッスン」もおすすめ。日本帰国者への東京都内提携ス
クールへの編入や紹介制度もあり。
　レッスンやパーソナルカラー診断の他にも用途に応じてギフトフラワー、ウェディングフラワー、
パーティー装花などオーダーメードでの注文を受け付けている。
　自分に似合う色を知ってメイクやファッションをちょっとお洒落に変えてみたい、居間や玄関
に自作のフラワーアレンジメントを飾ってみたい、贈り物にセンスの良い花束を注文したい、生
活に彩りを加えてみたいなど、そんな方には是非お勧めの根津さんのレッスン。ブログに定期的
に紹介されている彼女作の最新フラワーアレンジメントで癒されよう。

Nezu Style flower & color
住所：Unit B., 11/F., No.3 Jordan Rd., KLN, HK
電話：(852)6178-8703（日本語）、(852)5369-3708（英語）
時間：10:00～18:00
メール：info@nezu-hk.com
ウェブ：nezu-hk.com
ブログ：nezu-hk.com/category/blog
フェイスブック：www.facebook.com/NezuStyle

生徒さんの作品。カリキュラムに応じて毎回違う色やスタイルが学べる

パーソナルカラー診断では自分に似合う色を知ることができ、
ファッションやメイクにも幅広く活用できる

昨年のフラワー＆フォトXmasワークショップの作品

香港香港

香港
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スクール

お問い合わせ：

天河大都会校：(86)20-2282-9282 広州市天河北路183号大都会広場1505室　（地鉄三号線林和西站A出口）

天河珠江新城校：(86)20-2238-2196 広州市珠江新城華明路9-13号華普広場西座1211室　（地鉄三号線珠江新城A1和A2出口）

越秀世貿校：(86)20-2884-8682 広州市環市東路371-375号世貿中心南塔2105室　（地鉄五号線淘金站B出口）

福田金中環校：(86)755-8280-5832 深圳市福田区金田路与福華路交匯處金中環商務大厦主楼1706　（羅宝線会展中心地鉄站E出口）

福田新城校：(86)755-25987982 深圳市深南中路1029号新城大厦西座1F　（羅宝線科学館地鉄站D出口）

愛マンダリン中国語学校
info.guangzhou@imandarin.net
www.iMandarin.net

祝！愛マンダリン生徒HSK試験合格率100%！
　母国語が中国語でない受験者が生活、勉強、仕事で中国語を
利用するコミュニケーション能力を評価する国際中国語能力標
準試験である「HSK」。前回行われた試験にて、長年指導経験を
持つ先生の指導の下、愛マンダリンの生徒全員合格！という好成
績を残した。愛マンダリンの先生から、そんなHSKについて詳しく
お話を伺った。

　新HSKは「試験は教育に結び付ける」をコンセプトとし、今日
世界で行われている中国語教育の現状や、使用される教材を緊
密に結びつけています。目的は「試験を以って教育を促進する」、

「試験を以って勉強を促進する」ことです。その評価の客観性・正
確性に注目し、受験者の計画的、効果的な中国語応用能力の更
なる向上を目指し、明確な試験目標が制定されています。

各級の試験内容をそれぞれチェックしましょう！
　新HSKの各級は「国際中国語能力標準」、「ヨーロッパ言語共
同参考枠組み（CEF）」との関係は下記の通りです。
一級：
　合格した受験者は非常に簡単な中国語語彙と文を理解及び
使用でき、コミュニケーションの具体的なニーズに満足できる。
引き続き中国語を勉強する能力を有する。
二級：
　合格した受験者は中国語を用いて、簡単な日常話題でコミュ
ニケーションを取ることができ、初級中国語優等レベルに達す
る。
三級：
　合格した受験者は生活、勉強、仕事などにおいて、中国語で基
本的なコミュニケーションが取れ、中国を旅行する際、大体のコ
ミュニケーションが取れる。

四級：
　合格した受験者は広い範囲の話題について中国語で話せ、
中国語母語者と比較的流暢にコミュニケーションが取ることが
できる。
五級：
　合格した受験者は中国語の新聞や雑誌を閲覧でき、中国語
の映画やテレビで観賞でき、中国語を用いて比較的完全なス
ピーチができる。
六級：
　合格した受験者は中国語の情報を楽に理解・閲覧でき、口頭
又は書面で自分の見解を流暢に中国語で表現できる。

　従来のHSKの位置付けを引き継ぐ、新HSK試験は大人の中国
語学習者を対象にしています。同試験は様々な場所で活用でき
ます。
1．進学・クラス分け・科目選択・採点。
2．求人募集・トレーニング・昇進評価。
3．中国語学習者が自分の実力を把握し、
　自分の中国語応用能力の更なる向上。
4．中国語教育やトレーニング機構がその教育や
　トレーニングの結果を評価。

　新HSKを受ける予定のあなたにGood News！10月29日までに
申し込むと、愛マンダリンHSK受験準備ダッシュクラスに無料で
参加できる！HSK試験を受けたい方、又は12月1日に試験を控え
ている方、お早目にお申込みを！                          　　　　 　

10月29日まで
お申し込み頂いた方に、

無料HSK受験準備ダッシュクラスを
プレゼント！

10月29日まで
お申し込み頂いた方に、

無料HSK受験準備ダッシュクラスを
プレゼント！

10月29日まで
お申し込み頂いた方に、

無料HSK受験準備ダッシュクラスを
プレゼント！

香港

HSK試験ダッシュクラス 授業スケジュール
第一回　11月7日（木）　  19:30～21:00　珠江新城校
第二回　11月14日（木）　19:30～21:00　珠江新城校
第三回　11月21日（木）　19:30～21:00　珠江新城校
第四回　11月28日（木）　19:30～21:00　珠江新城校

愛マンダリン
開催！
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