
日経国際版を6ヶ月以上お申込の方には、

雑誌やマイレージなど、6つの特典から

お好きなものを ひとつプレゼント！　　

　

香港でもやっぱり日経 ! 

               無料お試し購読受付中！

通信費3分の1に
「スマホ貧乏」家族で脱出 （8月13日）

マツダ、
最高益更新でも「薄氷の上」 （8月11日）

3位〜10位は・・・

本紙PPW10ページに掲載中！

1位

2位

3位3位

香港限定

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

TEL : 852-2598-1771  FAX : 852-2845-7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk WEB : http://pr.nikkei.com/overseas/
※必要事項:[購読期間、購読者名(ふりがな要)、ご希望の特典、ご勤務先、配達先住所、請求先住所
(会社もしくは個人宅)、Eメールアドレス、キャンペーンコード:HKPW2014]を必ずご記入ください。

【お申し込み方法】

日経電子版　読まれた記事ランキング 8月9日～15日

日経中国(香港)社
NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.

日経電子版で
毎週更新中！
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香港 香港

世界で絶大な人気を誇るミュージカル「オペラ座の怪人」！
The Phantom of the Opera 待望の香港公演決定
　現代のモーツアルトとも言われる天才作曲家、アンドリュー・ロイド・
ウェバー氏による「オペラ座の怪人」。1986年のロンドンでの初演舞台か
ら25年以上の時を経った今も、世界中のファンに愛されており、これまで
世界27ヶ国、145都市、15言語以上で上演を果たしている。その総観客動
員数は1億3000万人以上に及び、「世界で最も多くの人が観賞した舞台」
との異名を持つ。2004年には映画化もされ、それまで舞台ミュージカル
に触れたことのなかった人々からも支持されるきっかけとなった。
　原作は、フランスの怪奇推理小説家、ガストン・ルルーが1909年に発表
した小説。19世紀のパリのオペラ座を舞台とした男女の愛憎ドラマで、台
詞のほとんどは歌で構成されている。なかでも、アンドリュー氏のオペラ
座の怪人が長年支持されている所以であるオーケストラは、記憶の奥に
深く刻み込まれるほど甘美な衝撃で、誰しも一度聴いたら忘れられない。
　そんな世界的有名ミュージカル「オペラ座の怪人（The　Phantom　of 
the　Opera）」、待望の香港公演が決定！ 12月21日～2015年1月4日まで
の間、アジアワールド・エキスポ・アリーナで行われる。アリーナ内に今

回のためだけに特設されるという劇場は、4,000人を収容でき、本場の
オペラ座を再現する。17公演のみなので、ご予約はお早めに。アメリ
カンエクスプレス・センチュリオン・カードメンバーは8月4日、一般チ
ケットは9月1日より先行予約開始。

The Phantom of the Opera
場所：AsiaWorld-Expo, Hong Kong International Airport
日時：12月21日～2015年1月4日
値段：HKD1,195(VIP)、HKD995(Premium) 、HKD795、
　　 HKD595、HKD495、HKD295
予約開始日：アメリカンエクスプレス・センチュリオン・メンバー　8月4日
　　　　　アメリカンエクスプレスカードメンバー　　　　　8月11日
　　　　　一般チケット　　　　　　　　　　　　　　　　9月1日
ウェブ：www.lunchboxhkticketing.com

　「ワン・ダイレクション(One Direction)」、通称「1D」は、イギリスとアイ
ルランド出身の男性5人で結成されたアイドルグループだ。2010年にイ
ギリスのテレビ番組「The X Factor」に、それぞれ別々に出演していた彼
らが、敏腕プロデューサーに見いだされグループを結成。すでに3枚のア
ルバムをリリースしており、シングル、アルバム、ＤＶＤの売り上げは
4,500万枚を超えている。ビルボードのアルバムチャートでは、デビュー
作から3作連続で1位を獲得するという史上初の快挙を成し遂げ、結成4
年という短期間に、世界中にファンを持つビッグなグループに成長した。
　このたび、その「1D」のコンサート映像が映画化。今年の世界ツアー
「Where We Are」と同名のこの映画は、イタリア・ミラのサッカースタジ
アム、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで6月に行われた75分に渡る
コンサートの模様を収録。そこに15分間の未公開インタビュー映像も加
え、ハイビジョン、5.1サラウンド・サウンドの映画に仕上げた。
　この映画は60か国以上、10,000を超える映画館で上映されるが、10月
11日と12日の2日間のみという限定公開。しかも世界同時に上映される。

ここ香港では、「ブロードウェイ(Broadway Circuit)」と「AMCシネマ
（AMC　Cinemas）」の劇場で上映予定で、チケットの先行販売は8月15日
から。劇場窓口、またはオンラインでの購入が可能。上映に関する詳細
は各劇場のウェブサイトまで。
　来年3月には世界ツアーで待望の香港ライブを敢行する「1D」！コン
サートチケットを取れなかった人も、この映画でライブ感を味わおう！

大人気グループ「One Direction」のコンサート映画
世界中のファンと同時観賞！

Where We Are
10月11日・12日上映
出演者：Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, 
　　　　Harry Styles, Louis Tomlinson
監督：Paul Dugdale
■Broadway Circuit Cinemas
ウェブ：m.cinema.com.hk
■AMC Cinemas
ウェブ：www.amccinemas.com.hk

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ Exhibition

香港で初の開催となる展覧会
　50年以上現代アートの一線で活躍するアメリカ人アーティスト、Larry Bell。今回、香港

での初の展覧会が開催される。小品からスケールの大きな大作まで様々な作品に、不屈

の追求心を持つ彼の思い、自然さ、直感、即興を感じることができる。1960年代に画家と

して芸術家の道を歩み始め、その後建築、彫刻家としても才能を開花させた彼の作品

は、光と空間を結び付けて考えられることが多い。

　今回「Everything is an experiment, a lesson, evidence of the investigation」と題した

展覧会では新たな彫刻、そして紙をテーマにした作品の数々が展示される。眺めている

と不思議な感覚にとらわれる作品の数々を通して、彼が何を表現しようとしているのか

感じ取ってみよう。

Larry Bellの展覧会
White Cubeで開催

9月10日～11月15日

古くから大切にしている知恵をヒントに
　LCの人気ボディケアアイテム「本草絵巻」シリーズ。その中の「すあし

びじん」はつぶつぶのくるみスクラブが発売以来愛されている。カワラヨ

モギや茶エキスに着目し、臭いの元をスッキ

リと洗い流すアケビ茎エキス、ホウセンカなど

も使用。ぜひコーズウェイベイ（銅鑼湾）の香

港初専売店を訪れてみては。

LClove cosmetic
本草絵巻の足用シャンプー

発売中

Unit 2307, Workingview Comm. Bldg., 
21 Yiu Wah St., CWB
11:00～20:00
(852)2575-0210

White Cube Hong Kong, 50 Connaught Rd., Central
火～土　11:00～19:00
(852)2592-2000  
whitecube.com/hongkong

大人気ビジュアル系バンドが来港！
　「B.P.R」レーベルが傘下の3つの人気バンドを集め、来る11月9日に香
港公演を決定！今、日本で最も注目されているバンドの1つとして、全国

ツアーで精力的に活躍している己龍が、
同レーベルの弟分バンドのRoyz、コドモ
ドラゴンと共に初めての3バンドイベン
トを開催する。彼らの独特な魅力をぜひ
現場で体感してみよう。

B.P.R所属3バンド
3マンイベント決定

11月9日

生産地域がテーマの
ワインショップ「wine etc」

www.etcwineshops.com

etc wine shopsがリニューアル
　Altaya Groupが展開するワインショップがリニューアル。現在の店舗の

他に、セントラル（中環）とハッピーバレー（跑馬地）に新店舗をオープンし

た。これまで通り、フランスのワインを中心に、高品質のワインを取り扱う。

各店舗ごとに、ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパンなど異なる生産地域

を専門的に販売する。

www.bbr.com

Music Zone @ E-Max, G/F., 
KITEC, Kowloon Bay
オープン　18:30、スタート　19:00
company.banz.jp/label-top.php

Berry Bros. & Rudd
数量限定 Blue Hanger

創業300年以上の歴史を刻む1品
　イギリス発のウィスキー銘柄「Berry Bros. & Rudd」より数量限定の
スピリッツ、「グレンリヴェット」「モートラック」「グレンエルギ」という3つ

の原酒を7つの樽からブレンド。フルーティで
フローラルな芳香とともに、スモーキーな重
みも楽しめる。世界でわずか 2,391 本しかな
く、この内香港には 112 本のみが入荷。ぜひ
一度味わってみたい逸品だ。
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ONITSUKA TIGER
新秋冬コレクション Colorado 85

発売中

売り切れ必至、限定の異色！
　お馴染みのスポーツグッズブランド「ONITSUKA TIGER」。1985年発売
の大人気のランニングシューズシリーズ「COLORADO EIGHTY-FIVE」の
異色バージョンが届いた。様々な組み合わせが楽しめる7種類は、運動

の秋にピッタリなぜひ入手したいア
イテムだ！皮革とメッシュを使用し
た細緻なデザインにも注目してほ
しい。

コーズウェイベイ店
Shop G09, Leighton Centre, 77 Nathan Rd., CWB
HKD850

Exhibition

ベストセラー小説が映画化
The Maze Runner

9月18日公開

毎日のバスタイムを特別なひとときに
　チムサーチョイ（尖沙咀）のT Galleriaでバスタイムとボディーケア
を目的とした、「エルメス ル バン」シリーズの商品が販売される。
今回は特別に、機内販売でしか購入できない「Th e G a r d e n 
Perfume Collection Set」と香港限定の「The Hermès Miniature set」も
販売される。普段見ることのできない種類豊富な商品は、エルメス・

ファンでなくても一見の価値あり。

Hermès Le Bain
T Galleriaに登場

9月4日まで

ピカソの陶芸作品
香港大学美術館にて公開展示

9月3日～11月2日

一代の巨匠を改めて認識しよう
　20世紀の芸術巨匠パブロ・ピカソは絵画のほかに、版画や陶芸など

も手掛けていたが、特に絵画と彫刻が一体となった陶芸は晩年の彼を

魅了していた。今回、香港大学はピカ

ソ陶芸作品の大手コレクター機構、

ニナ・ミラーと手を組み、100点を越

える陶芸作品とピカソの写真を期間

限定展示する。

ベストセラー小説を原作としたSF作品
　アポカリプス後の世界が舞台。トーマスが記憶を消された後にたどり
着いた場所は、自分と同じように記憶を失った少年たちが、独自に “ ザ・

グレイド ”（空き地）と名づけた、巨大な
迷路の中の空間だった。機械仕掛けの罠
まで仕掛けられた巨大迷路の出口を求
めて、トーマスは仲間たちと共に脱出を
試みるが…

T Galleria
Lippo Sun Plaza, 28 Canton Rd., TST 
月～日　10:00～23:00
(852) 2302-6888

監督：Wess Ball
出演：Dylan O’Brien、Kaya Scodelario他

キッズ向けの音楽フェスタ
Good Music For Kids

10月10日～12日

子供ためのクラシック音楽入門クラス
　子供のころから音楽に触れてみては？香港小交響曲楽団がキッズ向
けの音楽フェスタを開催する！指揮のJason Lai氏が「A-Z」をテーマに、

バッハ、モーツァルト、ヨハン・シュトラウス2
世など著名な作曲家の作品を子供向けに厳
選。3歳から6歳までの子供達にぜひ鑑賞を
お奨めしたい！チケットは好評発売中。

HK City Hall Theatre, 5 Edinburgh Place, Central
hksl.org/en/concert_schedule/concert_details/97
HKD360、HKD240

1/F.,  T.T. Tsui Bldg., 
University Museum and Art Gallery, 
90 Bonham Rd., Hong Kong 
9:30～18:00

ずっと欲しかった商品を入手するのは今だ！
　自然派化粧品、石鹸で知られる「LUSH」。商品自体クオリティーが高い
他、可愛らしいデザインで多くのファンを持つ。今回一部の限定商品の
再生産を！ との声を受けた同ブランドは4種類の人気限定商品を復刻さ

せた！肌にやさしく、一年を
通して使えるこの４アイテム
を見逃すな！

LUSH
4種類の人気限定商品が復刻

www.lush-hk.com
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香港＆広東

香港＆深圳

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

Supreme
Recruitment

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

深圳 20K～22K

大手日系ＯＥＭ電子メーカー、電子技術者を
募集。OEM,ODMの電子部品、PCBの設計
経験者、あるいは工場生産ラインの品質保証
経験者。　

Supreme
Recruitment

技術系（IT・通信）/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 22K～30K

国際的なソフトウェアプロバイダにて、アナリ
ストプログラマを募集。ウェブべースのシステ
ム開発、強化、設計と実装、ユーザーの訓練、
要求を収集。大型システム開発の経験者。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

香港/香港島 キングスウェイ15K～25K
貿易関連経験。発注業務、納期管理。工場との
各種調整など。コミュニケーションレベルの
英語、中国語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス

香港/九龍 キングスウェイ～15K
旅行に関する手配業務。来店、電話、Eメール
の対応。各企業への営業、プレゼン。コミュニ
ケーションレベルの英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス

香港/九龍 ～22K
日本人に対する問い合わせ対応。支払いまで
の手続き業務、データ入力など。コミュニケー
ションレベルの英語。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～40K

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。月次会計レポート、各帳票の
管理。総務会計部門のスタッフ管理。新規ビザ
サポートあり。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～40Ｋ

アパレル系での営業、マネジメント業務経験者。
香港事務所の管理全般、ＥＵ、アジア圏の営業
管理など。海外出張あり。ビジネスレベルの
英語。

香港/九龍 16K～18K Supreme
Recruitment

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

大手日系電子部品メーカー、営業員を募集。
OEM,ODMの電子部品の販売経験者、あるい
は日系貿易会社の経験者。　

Supreme
Recruitment

技術系（IT・通信）/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 15K～22K

F&Bプロバイダにて、IT担当者/サポート、社内
各種のIT対応：POS/ERP/会計とHRシステム、
ハードウェア、ネットワーク、サーバクリティカル
システムの対応力を持つ経験者。　

Supreme
Recruitment

技術系（IT・通信）/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 15K～28K

マルチメディア会社にて、モバイルアプリ開発者、
ブランドのアプリ商品の設計開発、実装とユー
ザーの要求対応、Objective-C, Coca, 
SDK, Java, Eclipse, J2EE, XML経験者。

RGF 香港

RGF 香港

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 20K香港/香港島

大手日系不動産業にて営業を募集。今後の幹部
人材としての登用を考えております。やる気の
ある若手人材歓迎。営業経験有の方優遇。

RGF 香港生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 30K香港/九龍

大手日系自動車部品企業様にて品質保証マ
ネジャーを募集。PCB業界、電子部品業界の
品保経験者。或いは商社の品質保証部隊とし
て仕入先指導の経験者。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 18K～22K香港/九龍

大手日系OA機器企業にてAc c o u n t 
Supervisorを募集。日本本社との連携、日本
企業の会合やセレモニーへの出席や宣伝PR。

RGF 香港専門職/マスコミ・
広告・デザイン 香港/香港島 16K～23K

デジタルマーケティング企業にてSEO対策
人材を募集。SEO、SEMおよびデジタルマー
ケティング業務。ソーシャルメディアキャン
ペーン実行のサポート。

RGF 香港金融/金融・保険 20K～35K香港/香港島

アセットマネジメント企業にて、バックオフィス
全般を担う人材を募集。ファンドや証券の評価
計算、日々のオーダーが正しくできているか
確認、一部顧客対応、総務業務もあり。

RGF 香港金融/金融・保険 35K～45K香港/香港島

新規セットアップのアセットマネジメント企業
にて、営業を募集。日本人富裕層を対象とした
幅広い投資商品から顧客のニーズに適した
資産運用を提案、新規顧客の開拓、既存顧客
のフォロー。

RGF 香港金融/金融・保険 20K～30K香港/香港島
日系損害保険企業にてアシスタントマネジャー
を募集。既存顧客のフォローアップ、契約更新
交渉、営業の側面もあり。

RGF 香港専門職/金融・保険 香港/香港島 18K～20K

香港系金融サービス企業様にてコンサルタント
を募集。顧客のニーズを確認し、顧客の要望に
適した金融商品の提案、顧客へ投資後のこまめ
なフォロー、香港の金融商品の案内、各種金融
情報の収集。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート
メーカー（機械・電気・電子）

香港/新界 20K～23K

大手日系PCアクセサリーメーカーにて経理人材
を募集。総務業務（雇用契約書の作成、ホテル
予約）、経理業務、財務管理、A/P, A/R業務、
日本本社と連絡。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・内装・住宅関連

20K～25K
日系建築業にて秘書を募集。会長の業務サ
ポート、スケジュール管理、顧客・社内との調整
業務、総務及び一部営業業務。

香港/九龍
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香港＆広東

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 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/新界 20K～30K

経理実務：伝票起票から月次決算までを担当。
会計事務所及び本社の窓口業務。北京語
コミュニケーションレベル必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
小売・流通・通信販売 18K香港/新界

家庭用品の買い付けおよび舗管理業務(ディ
スプレイの提案や改善)。広東語または英語
コミュニケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 18K～25K

香港/新界

主に資材関連製品を取り扱う日系商社にて営業
担当。主に既存顧客のフォローアップだが、一部
新規開拓もあり。出張は少なめ。語学は英・広・
北いずれかコミュニケーションレベル必須。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

22K～25K

塗料関連製品を扱う大手日系商社にて、営業
アシスタント業務。主に日系顧客と中国工場の
窓口業務および受発注とデリバリー管理。
北京語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 20K食品商社：営業ポジション。既存顧客フォ

ロー、新規顧客開拓。

香港/九龍 20K インテリジェンス
香港

秘書業務全般。スケジュール管理、関係先と
の調整業務など。英語日常会話レベル以上、
広東語ができれば尚可。

インテリジェンス
香港18K～25K香港/九龍

日系大手電子部品商社にて企業企画業務。
予算・計画報告などのフォローアップ、本社・
アジア各地の支社との連絡、営業分析、調査
などを担当。英語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港15K～20K香港/九龍

経理・総務全般。財務諸表の準備、入出金管理、
採用関連業務など。英語および北京語コミュニ
ケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（素材・化学・
エネルギー）

18K～20K
営業サポート業務全般。輸出入書類の取り
扱い、納期調整、オーダーのフォローアップなど。
英語および北京語日常会話レベル以上。

香港/香港島

香港/香港島

18K～20Kオンラインゲームに関するお問い合わせ対応。
ウェブ関連の知識をお持ちの方歓迎。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 25K～30K香港/香港島

日系企業向け、IT関連商材の営業業務。既存
顧客及び新規顧客の対応。英語コミュニケー
ションレベル必須。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

企画・宣伝・広報/
専門商社・総合商社

30K香港/九龍
日系大手電子・電機企業のグループ会社にて
営業業務。5年以上の電子部品営業経験およ
び英語ビジネスレベル必須。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子）

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

インテリジェンス
香港

専門職/金融・
保険・投資顧問 25K～40K香港/九龍

市場動向、規則、コーポレートガバナンスなど
含む内部リサーチ報告。金融業界にて2～5年
のリサーチまたはクレジットアナリシスの経験
ある方。英語、北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

香港/新界

RMB
10K～30K

技術・開発営業。メーカーでの勤務経験があり、
工場の生産工程を熟知していること。樹脂成型
もしくは電子部品の生産管理・品質保証の経験
があること。北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 広州 応相談

自動車の内装部品受注に向けた拡販業務およ
び現行車管理業務。日本・中国両方でのカー
メーカー向け営業経験、北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港専門職/コンサルタント 応相談香港他

アジア各国

公認会計士。海外事業・会計コンサルティング、
国際税務コンサルティングなど。公認会計士
資格（CPA, ACCA, 日本公認会計士資格など）
保持者。英語または北京語コミュニケーション
に問題がないレベル。

インテリジェンス
深圳深圳/東莞

インテリジェンス
深圳

技術系（IT・通信）/IT・通信・
インターネット・ゲーム 広州/深圳 RMB

15K～20K

ITインフラSE(技術)職。中国での就業経験が
ある方。IT知識（特にITインフラ構築）の技術
経験必須。北京語でIT用語を用いて会話・資料
作成ができる方。

インテリジェンス
広州

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 RMB25K広州 会社全体の管理、日本への状況報告、日本出張。

営業経験・管理職経験ある方、語学不問。

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） 深圳/東莞 インテリジェンス

深圳
RMB

23K～25K

副工場長（生産技術）。液晶モジュールに携
わっていた経験がある方ベスト、もしなければ
電子部品関連の経験がある方。語学不問。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～20K
経験者は
応相談

香港/香港島

外資系企業にてデジタルマーケティングの営業
業務です。香港内の日系顧客へのアプローチ
からフォローアップまでを担当して頂きます。
英語コミュニケーションレベル必須。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港

香港

香港

フジオ部長：「そうだね。専門的なアドバイスがもらえるよう信
頼できるITサポート会社を見つけることはこれからの世の中、
仕事をしていく上ではとても重要なポイントだね。」

カメヤマ先輩：「何を隠そう当社でもお客様が各種セキュリティ
問題へ対応できているか定期的にチェックしてお知らせする
サービスが好評なんだよね。」

マリコ：「そうなんですか！ではこれからもより良いアドバイスが
できるよう、頑張っていきましょう！」

Solution
　夏休みから戻ったフジオ部長。日本の淡路島で海水浴を楽し
み真っ黒になってかえってきました。

フジオ部長：「いや～日本も暑かったよ。海水浴で焼けて皮が剥
けてきちゃったね。でも驚いたよ。香港の家に着いたらメイドが
剥けた皮を見て『それなんですか？』って。変な病気かと思われ
たみたい（笑）。もともと色黒の彼女らは日焼けしても皮剥けな
いんだって。かゆくはなるらしいんだけど。」

マリコ：「へー、そーなんですか。面白いですね～。ここ最近、香港
も相当暑いですね。みんなで怖い話でもして、涼みましょうか。」

マドンナ・フジコ：「いいわね。では私から。最近引越ししたんだ
けどね、家に帰るたびに変なことが。床のいたるところが砂まみ
れになってたり棚からいろいろなものが落ちてたり。洗面所が
水浸しになってたときもあるわ。毎日掃除と整理が大変。それだ
けじゃない。レストランに行けばいつも私の分だけ注文忘れら
れるし、虫が入ってるのもいつも私のお皿。台風が来れば締め
た窓からでも水が入ってくるし。お風呂に入れば手の指を打っ
て骨にヒビが入るわ、歩けばこけて足首捻挫するわ･･･昨日は
手首に人に掴まれたあとのようなジンマシンが突然できるし･･･
まだまだあるけど、ここ1ヶ月だけの話よ。」

マリコ：「すごい。それは背筋がゾクッとする話ですね。ポルター
ガイストも入りつつ、何か悪い霊も背負っちゃってる感じがあり
ますね。一度お祓いに行った方がよくないですか？和洋両方の
霊に対応してくれる人がいるかわかりませんが。」

マリコ：「皆さん、すっかり涼しくなりましたが、マドンナの怖い
話しだけで十分ですか？」

S研究員：「ではもうひとつ私から。ついこないだ飛込みで問い
合わせがあったんだけど。」

タムラ：「それで、それで？」

S研究員：「『社内スタッフ全員のデータを保存していた機器
（NASというネットワーク経由で使えるハードディスク）がハッ
カーにのっとられてしまって顧客情報から売上情報、会計情報
のなにからなにまで見えなくなった。どうしよう･･･』と。」

今更聞けないITセキュリティの常識
『納涼怪談　ハッカーに始めて出会った夏・・（IT世界の身代金誘拐事件）』

カメヤマ先輩：「それって会社が潰れてしまうくらいの大問題
だね。」

S研究員：「さっそく調べてみると同じメーカの器械が世界的に
攻撃されてて、一度のっとられるとお金を払うまでは中のデー
タを取り出せないという事例が多数報告されてました。」

岩石先輩：「ITの世界の身代金誘拐事件じゃないですか･･･恐ろしい。」

タムラ：「なるほど、そんな新手の方法もでてきたのか･･･恐ろしい。」

S研究員：「はい。中小企業の場合、専門家も社内にいないので、
十分なリスクを検討できないままIT化を推進しちゃっている
ケースがあります。とても危険ですがまさしくこのようなケース
がそうですね。」

マリコ：「今回のようなハッカーに会わないようにするにはどう
すればよかったのでしょうか？」

フジオ部長：「専門的な知識が必要なので難しい面があるがま
ずは初期設定時に外から機器にアクセスされないようにする
などハッカーに使われるような機能はOFFにすることだね。そ
れとIT関連機器の場合、残念ながら発売と同時に完璧な状態で
出てくるものは少ない。今回の場合も発売当初のバージョンに
セキュリティの弱点があったところをハッカーに狙われたんだ
けど、製造元は、発売後にその弱点をふさぐソフトを発表してる
のでメーカに責任はないというスタンス。ユーザはパッチとか
ファームウェアといわれる弱点をふさぐソフトが新たに出てい
ないか常にチェックして、あればそれを適用しないといけない
のがITの世界の掟。」

マリコ：「もしかして、Windowsアップデートのようなものですか？」

フジオ部長：「その通り。Windowsに限らずソフトの弱点は更新
（アップデート）を繰り返して完璧なものに近づいていくのが慣
例になってしまっているんだ。」

マリコ：「でも、アップデート作業自体はそれほど難しくなくても
IT部門のない中小企業が常にこれをチェックするのは難儀です
ね。」

タイムライズエンジニアリング
董事長　上野隆（ITコーディネーター）
Suite 401, Tower 1, Silvercord, 
30 Canton Rd., TST, KLN, Hong Kong
Tel: (852) 2781-4113
Fax: (852) 2782-2707
Mail：sales@tre.com.hk
Web：www.tre.com.hk

（↑バックナンバーはこちら）

タムラ君ダンディ・フジオ部長 Ｓ特別研究員

がんばるマリコのIT素朴な疑問

マリコの教訓
「接点なし、と思っていたハッカーも突如としてネットを
伝って危害を加える存在になりうる。会社の信頼確保、
事業継続のためにはセキュリティ強化のための努力を
怠ってはいけない。」

ビジネス（香港・広東共通）
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香港クラシファイド

日常会話を楽しく教えます！
教科書がいらない、今すぐ話せる日常
会話を楽しく教えます。生徒さん1人1人
に合せたマンツーマンレッスン。
・北京語、広東語 ・安心の振替制度、駅
近 ・月謝制 ・ミーティングルームでの集
中レッスン、香港や中国の方への日本
語指導、通訳業務も行っております。
お問い合わせは日本語でどうぞ。
電話：(852)9858-4879 LINE、WeChat
からのご連絡も承ります。　
メール：ilove87870403@hotmail.com
佐敦駅 B1、B2出口すぐ。
私、ハヤシにお任せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せる
講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制
で講師の指名も可能なので、自分の
ペースで語学をマスターできます。ただ
今、英語/北京語/広東語の30分間の無
料授業が体験できます。詳しい内容につ
いては、日本語でお気軽にお問い合わ
せください。
電話：(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クォリーベイ)の自宅一室にてネ
イルレッスンを始めました。セルフネイ
ルにご興味がある方、好きな時間に無
理なく個人レッスンを受けてみません
か？ジェルネイル初心者の方、大歓迎で
す。自宅サロンですので、静かな場所＆
ゆったりとした雰囲気でレッスンを楽
しんで頂けます！また、通常のジェルネ
イルのご予約も承っております。 お気軽
にお問い合わせください。
電話：(852)9684-0660（ゆりえまで）
営業：月～土（午前10時～午後19時）
定休日：日曜日
ウェブ：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay駅改札口Aを出て徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三田会競馬観戦会のご案内
日時:2014年10月29日(水) 午後7時
場所:Happy Valley Race Course
150年以上もの歴史を誇る香港最古の
競馬場で、特別なボックス席で食事を取
りながらのナイター競馬になります。香
港にて一攫千金にチャレンジ! 周囲を囲
む高層ビルの眺めと共に、香港ならでは
の競馬観戦をお楽しみください。参加ご
希望の方は、9月30日（火）までに高瀬

（H18）までお申し込み下さい。なお、ご

不明な点、ご質問等ございましたら、併
せてご照会ください。よろしくお願い致
します。
香港三田会 高瀬泰輔（H18 経済学部卒） 
hk.mitakai@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東海大学同窓会香港華南支部
東海大学および付属校、留学経験のあ
る香港の方、是非お気軽にご連絡下さ
い！2～3ヶ月に一度、家族ぐるみのイ
ベントと今年度は日本から著名な方を
お招きし、講演会を企画しております。
メール:bobby@mail.isl.hk（石水）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プチコン＠香港
プチコン（プチ婚活合コン）は独身者限
定の飲み会です。参加条件は、男性45歳
以下、女性40歳以下、の男女の出会いを
真剣に考える独身の方になります。連絡
先交換のお手伝いやフォローしていま
すので、お一人参加の方も安心していら
してくださいね。興味のある方はお気軽
にご連絡ください。
連絡：kanae-tarumoto@hotmail.co.jp
　　  樽本佳奈依
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多国籍社会人ジャズビッグバンド・メンバー募集
Island Express Jazz Orchestra
18歳以上の楽器経験者で譜面が読める
方。ジャズの経験は問いません。現在以
下のパートメンバーを募集しています。
サックス・ピアノ・バストロンボーン・ト
ランペット
毎週火曜日・夜8時からモンコック（旺角）で
練習しています。お気軽にご連絡ください。
ウェブ：www.iejo.hk
メール：info@iejo.hk　まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ギタリスト募集
香港各地で活動しておりますシカゴスタ
イルBlues BandのThe Catfish Kingsで
は、現在ギタリストを募集しております。
月に2回ほどの練習と、ライブも定期的に
行っております。興味のある方、Bluesが
お好きな方、 ご連絡お待ちしております！
メール：kingsbass44@yahoo.co.jp　
電話：(852)9681-7299　梅津　聡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会とは、自分は今で
も若手と思っている独身者を対象とした
会です。香港在住者がメインですが、中
国在住の方もご参加頂けます。参加目
的は、友情、ビジネス、婚活、恋活、いず
れもOKです。
宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい

ございません。～ユニークなメンバー
が多い、楽しいサークルです～奈津子
携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
隔月で同窓会を開催中です。青山学院
卒業生および関係者の皆様は、お気軽
にご連絡ください。一緒に美味しい中華
料理を食べつくしましょう！
Email： aogakuhk@gmail.com
Facebook：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月１回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！    連絡窓口：高橋
メール：mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852)6850-9300
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港店ならびに世界へ活躍する人材募集
「銀座から世界へ」をコンセプトに銀
座、ハワイ、パリに展開し、今後ニュー
ヨーク、ロンドン、LAにも出展予定の
「鮨 銀座おのでら」「鉄板焼き 銀座すみ
かわ」が本物の鮨、鉄板を世界に伝え
たい職人を募集。
・鮨職人、経験者優遇
・鉄板職人、経験者優遇
・ホールスタッフ、経験者優遇
若くてチャレンジ精神のある方大歓迎です。
電話：(852)3568-8710　
メール：onodera-sumikawa-hk@leoc.co.jp
リッキーまたはアネットまで（日本語可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック通訳募集
セントラルのクリニックで通訳できる方
を募集いたします。勤務時間は月曜日か
ら土曜日。午前中のみ。詳細はお電話ま
たはメールにて、お気軽にお問い合わ
せください。
電話番号：(852)2577-1568（堀または永井）
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港和僑会の新オフィスでスタッフを募集！
この度、香港和僑会としてMTR尖沙咀駅
の近くにオフィスを構えることになりま
した。つきましては下記の通りスタッフ
を募集いたします。どうぞお気軽にお問
い合わせ下さい。
募集職種：オフィスワーク（パート）
勤務時間：週5日 10:00～17:00（応相談）
勤務地：尖沙咀
業務内容：簡単な経理事務、図書管理、
室内の整理整頓、来客接待、データの作
成及び管理など
給与：応相談
条件：週休2日。有給休暇、ダブル・ペイ、

MPFは香港の規則通り。
資格：
①日本語と英語の二か国語は必須。広
東語ができればAdvantageとなります。
②経理の経験者または簿記二級以上の
資格保持者。
③図書館で仕事をした経験のある方は
Advantageとなります。
お問い合わせ:
香港和僑会事務局 担当:高橋
電話：(852)6850-9300
メール：news@wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本
人ラウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女の
子募集！！
みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有。 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！
【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-
beauty.com 
電話：(852)9701-8517

【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きません
か？履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解があり、丁寧な
顧客対応ができる方。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及び
ボーナスあり。年末ボーナスあり。業務
成績によりその他の報酬あり。毎月社員
特価販売あり。10時から20時まで。週5
日または6日、シフト制。詳細は関Mr. 
Victorまでお問い合わせください。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラ
ル・ホンハム校）では、自分の母語を外
国人に教えた経験を持ち、教師資格と
ビザをお持ちの方を募集しています。
詳細は面談にて。まずは履歴書を下記
までお送りください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河
お気軽にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155　モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平安】
では、元気で明るいホールスタッフを
募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホ
リの方も大歓迎です。勤務地は応相談。
まずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・野崎
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニング
バー(Sowelu)ではスタッフを募集してい
ます。勤務時間・曜日は応相談です。詳し
くは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはEメールで送りください。詳細はお
電話にてお問い合わせいただけます。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ママのイキイキ応援プログラム
11月23日（日）①午前10:00～12:00/②午
後13:00～16:00／11月24日（月）③午前
10:00～13:00 ホンハム地区にて講座を
開催します。講師は「テレビ寺子屋」

「ホンマでっか!?TV」「すくすく子育て」な
ど、日本で多数メディアに出演している
山﨑洋実コーチを招いての講座は海外
初開催!子育てに関心のある方ならどな
たでも参加できます。この機会を是非お
見逃しなく!お問合せ詳細はfacebook、
アメブロ「ママイキ香港」で検索。
mamaikihongkong@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語礼拝
毎週日曜日、午後2時半～4時半、中環
(セントラル)で行われている日本語礼拝
では、日本語で思い切り賛美し、愛と希
望の溢れるメッセージが聖書から語ら
れます。礼拝後、日中交流の時間もあり
ます。誰もが笑顔になれる611霊糧堂所
属の日本語礼拝へ、ぜひお越しくださ
い。どなたでも大歓迎です。
香港中環德輔道中 21-23號歐陸貿易中心1402室
(連絡先：(852)6500-9794　宮崎)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

求人

クラス

その他

クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の方は
pocketpageweekly.comへアクセスし、
クラシファイド申込みから行ってください。
（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

メンバー募集

　毎年8月、香港で行われる恒例の超大型イベント
「Food Expo」が去る8月14日～17日、ワンチャイ（湾
仔）のHKCECで開催された。今年も地元香港の企業
だけでなく、世界中の団体・企業も多数出店する中、
特に日本食関連ブースはどこも大盛況と、香港での人
気、注目度の高さを物語っていた。
 昨年、日本の農林水産・食品の最大の輸出先となった香港は、まさに日本食
材をPRするのに最も重要な都市のひとつ。今回の「ジャパンパビリオン」は、
過去4回の中で最多となる150社・団体（前回は120社・団体）が参加した。
　今年の「ジャパンパビリオン」出品物には、日本ならではの特徴・技術を活
かし、業務用としても使いやすい
商品が数多く揃った。各種日本酒
や果実酒を始め、菓子類、麺類、調
味料等、香港で人気の小売向け加
工品も例年以上に充実。更に、会
場内のイベントスペースでは、働く
女性が多い香港市場への更なる
市場拡大・新規顧客開拓を目指し、

「Quick and Healthy」をテーマに
日本産食品の紹介や簡単なレシピ
の提案を行った。そのほか、会場内
の農林水産省特設コーナーにお
いては、出展業者による商品PRも
行われた。
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PPWフェイスブックページに、さらに多くの写真を公開中！

Food Expo 2014

週刊PPW新聞 で検索してください！

香港

アンドロイドの

アプリもあります。
アンドロイドの

アプリもあります。

無料配信中！無料配信中！

知らなか
った。



ベトナム

深圳 香港&深圳

読まれた記事ランキング
8月9日～15日

　スマホ料金の節約に関する記事が読まれました。お盆の休み、家族で顔を合わせているのに親
子ともうつむいてスマホの画面に見入ってしまう……。「せめて料金を節約しよう」となったのでしょ
うか。1位の「スマホ貧乏、家族で脱出」や 3位の「ドコモ新料金プラン」、7位の「スマホ低額プラン
義務化」と料金に関する記事が上位に並びました。また、自動車のマツダの現況を深掘りした記事
も読まれました。8月9日から15日の間に読まれた記事を紹介します。

通信費3分の1に　「スマホ貧乏」家族で脱出 （8月13日）

マツダ、最高益更新でも「薄氷の上」 （8月11日）

（3）分水嶺は「月19分の通話」　ドコモ新料金プラン （8月11日）
 
（4）スンニ派とシーア派、何が違い、なぜ対立 （8月10日）
 
（5）ソフトバンク、失われた3兆円の取り戻し方 （8月14日）
 
（6）企業人よ　長期休暇「サバティカル」で力を覚醒せよ （8月12日）
 
（7）スマホ低額プラン義務化　総務省が料金抑制ルール （8月13日）
 
（8）「横浜ドーム」論争、真夏に噴出　地盤沈下に危機感 （8月14日）
 
（9）ウエーバーリストにイチロー、それでもなお存在感 （8月11日）
 
（10）都心で繁盛する青果店「価格の法則」 （8月13日）
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香港＆深圳

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）

福田新城校：0755-2598-1982                      深南中路1029号新城大厦西座首層（地鉄一号線大劇院站B出口）

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

愛マンダリン中国文化教室　―　中秋節
　もうすぐ中秋節がやってきます。中国人にとっては旧正月の次に大事な行事。「八月節」、「八月半」とも呼ばれることもあり、旧暦
8月15日は月見の日ですから、「賞月」という美称もあります。一方、その前日は月を迎える日「迎月」、翌日は月を見送る日「追月」
とも。中秋節には月を観る、月餅を食べるなど、月と深い関係があります。また、月が一番大きくて丸く見えますので、家族円満を意
味する「団円節」と言う名も付いています。
　蘇軾の「水調歌頭」をはじめ、多くの文学作品からもこの中秋節が愛されていることがうかがえます。今回は中国人なら誰で
も知っている李白の唐詩「静夜思」を紹介します。中国人には「まん丸の月」が 「故郷」なんだな～と分かる詩ですね。

愛マンダリン中国語学校は、外国人を専門に中国言語と文化教室を開いています。
さらに勉強したい方、同校のWeChatを登録しましょう！

牀前月光を看る 

疑ふらくは是れ地上の霜かと

頭を挙げて山月を望み 

頭を低れて故郷を思ふ

寝台の前に月光が差している。まるで地表を霜
が覆っているかと見まがうほどだ。

頭を上げて山ぎわにかかる月を見ていると、
だんだん頭が垂れてきて 気が付くと故郷のこ
とをしみじみ思っていた。

李白　静夜思李白　静夜思李白　静夜思

原文 書き下ろし文 現代文翻訳

牀　前　明　月　光 

疑　是　地　上　霜 

舉　頭　望　明　月 

低　頭　思　故　郷
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香港 香港

香港 香港

　この一節で孔子が伝えたかったことは2つです。1つは「間違いを犯さな

いように慎重には慎重を重ねること」。もう一つは相手に色々と聞くことで

「相手の顔を立てること」ができるということです。『聞くは一時の恥、聞か

ぬは一生の恥』という諺もあります。上司や同僚に色々と聞いて恥ずかし

い思いをするのが嫌だという方もいらっしゃるでしょう。では、聞かずに失

敗して上司に叱られたり、同僚に迷惑をかけるのと自分が少し恥ずかしい

思いをしても人に物を聞くのではどちらが合理的でしょう。また、上司や同

僚に物を聞いた時に「ああ、なるほどさすが課長ですね！」「ありがとう！お

かげで助かったよ。お前は記憶力がいいよな！」などと言って相手を褒めて

みてください。教えている間は「面倒だな」と感じていて上司やあなたの同

僚もあなたに褒められて気をよくするはずです。人はいつも誰かに褒めら

れたいと考えています。自分の問題も解決できて、相手もいい気持ちにさ

せることができる。とても素晴らしいと思いませんか。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」

（
孔
子
）
先
生
が
お
堂
の
中
で
儀
礼
に
つ

い
て
あ
れ
こ
れ
細
々
と
聞
い
て
は
っ
て
た
。

そ
れ
を
見
て
あ
る
人
が
こ
な
い
言
う
た
。

「
あ
ん
な
地
方
の
田
舎
モ
ン
が
祭
事
の
礼

儀
作
法
な
ん
か
知
っ
と
る
わ
け
な
い
で
。何

か
ら
何
ま
で
聞
き
ま
く
っ
て
る
や
ん
！
」
そ

れ
を
聞
い
て（
孔
子
）
先
生
は
言
わ
は
っ
た
。

「
そ
れ
が
礼
儀
っ
ち
ゅ
う
も
ん
な
ん
や
。」

八田真太（HATTA SHINTA）
1977年神戸市出身。立命館大学卒業後、単身中国広州に渡り日本語学校を設
立。広州市柔道協会日本人顧問、広州日本語教師連絡会会長等。雲南省に「雲
南省恵民郷八田希望小学校」寄贈。好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」。近著
に「孔子がもし関西人だったら？」というコンセプトで「論語」を関西弁風にア
レンジした「関西弁超訳論語（アールズ出版）」が全国の書店にて絶賛発売中！

ブログアドレス：http://schoolcity.jp/koucyou
Eメール：hatta_shinta@joyful-net.com

現代中国語訳
子入大廟、毎事問、或曰、
孰謂聚陬人之知禮乎、
入大廟、毎事問、
子聞之曰、是禮也。

日本語現代語訳
子、大廟に入りて、事ごとに問う。或るひと曰わく、
孰(たれ)か陬(すう)人の子(こ)を礼を知ると謂うや、
大廟に入りて、事ごとに問う。
子これを聞きて曰わく、是(これ)礼なり。

【原 文】
子入大廟、毎事問、或曰、孰謂聚陬人之知禮乎、入大廟、毎事問、子聞之曰、是禮也。

聞きまくって何が悪いねん？
聞かんで失敗する方が罪深いでえ！

2014年継続企画
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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