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幸福万象(xingfuwanxiang)

水湾1979（ShuiWan1979）

深圳

新天ＣＢＣ （xintiancbc)

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226

（所在地）　深圳市羅湖区和平路
（間取り） 2DK（49㎡～63㎡）　
（室　内） 築浅物件・新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄1号線（羅湖・大劇院）徒歩13分
 地下鉄9号線（鹿丹村）徒歩8分
（備　考） 希少な羅湖の築浅物件（メゾネットタイプ）
 新内装、家具家電新品
 眺望抜群、香港の景色
 静かな住環境・日当たり良好
 買い物便利、徒歩圏内にショッピングモールあり
 お値打ち家賃、おすすめ！
（月　額） 6,000元～8,000元

（所在地）　南山区荔园路与工業五路交匯處
（間取り） 1LDK～3LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄2号線（水湾）徒歩3分 
（備　考） 蛇口（2号線沿線）の新築物件
 間取り（タイプ）も単身用（1LDK）からファミリー向け（3LDK）まで様々
 好立地、（水湾）駅徒歩3分 
 静かな住環境、セキュリティー良好
 海上世界へも徒歩圏内
 高層階・陽当たり・眺望抜群
（月　額） 1LDK（53㎡）：6,000元／2LDK（87㎡）：9,000元
 3LDK（123㎡）：13,500元

（所在地） 福田区石厦北二街与福民路交汇处
（間取り） 1LDK（78㎡) 、2LDK(85㎡）、3LDK（100㎡～）
（室　内） 築浅物件・新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄3号線（石厦）徒歩3分
（備　考） 買い物便利！
 ショッピングモール隣接。
 （石厦）駅徒歩3分と好立地。家賃もお値打ち価格
 福田口岸・皇崗口岸至近
 Aeon（新洲路）へ徒歩10分
（月　額） 7,000元／8,000元／10,000元
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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., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 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
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
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
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410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 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
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
エイブルネットワーク深圳 TEL (86) 755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
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
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。



香港&広州

前回、フロー（好きなことをして没頭すること）の大切さ
をお伝えしましたが、
よくママたちから
「うちの子好きなことがないんです～～；；」
と相談を受けます。
幼い頃はみんなあった好奇心。
大きくなるにつれて親や学校や社会の規範に
合わせるうちに左脳優位になり、
自分が何をしたいのか、何が好きなのか
わからなくなるお子さんが多いです。
これは大人も同じ。
「～するべき」「～した方が良い」
社会のルール、他人の目を気にして生きている人ほど
幸せを感じにくい世の中です。
６歳までの子供は右脳優位。
自分がやりたいこと、好きなことで動いています。
なのでどんな意味のないことでも、
子供が熱中していることをやめさせない。
そこから枝葉になっていろんなものに繋がります。

６歳以上のお子さんで「何事にもやる気がない」
「熱中することが何もない」

としたら左脳優位になっているかもです。

でも大丈夫。子育ては何歳からでも気付いた時に
修正していけばいい。

ままサプリでは、「実況中継」をお勧めしています。
子供の見えたままをフィードバックする。

長男は音楽、次男は物作りと熱中するもの、
得意なものがある中、
三男はなかなか見つかりません。
ちょうど２分の１成人式で、
「将来の夢」を発表する機会がありました。
本人が「自分には何もない」というので
実況中継を始めました。

「いつも早く起きれるね」
「犬が大好きだね」
「犬に話しかけて優しいね」
「（バランスボールに乗ってる三男に）バランス感覚が
いいよね」
褒める必要もケナす必要もありません。
ポイントは「見たまんま」です。

すると本人も自分では見えなかった自分の特徴に
気づき始めます。

同じ頃読んでいた漫画「銀の匙」に影響を受けて
ジョッキーになりたい！！と言い出しました 笑。
親子でジョッキーにはどうしたらなれるのか調べました。
２分の１成人式の「将来の夢」の発表。

中い多がどな」生先の校学「」んさ婦護看「」手選ーカッサ「

ただ１人「ジョッキー」で教室がどよめきました 笑。

ちなみに今は「テニスの選手」って言ってます＾＾

今はまだまだ道の途中。
いろんな経験して、失敗して選択していけばいいのです。

子供の長所や素敵なところを
いち早く見つけてあげられるのは
お母さん。
将来子供が自分らしく、
毎日楽しく生きられるよう素質や個性を
見つけてあげたいものです。

連載 第7回 才能のタネ

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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　11月12日に銅鑼湾（コーズウェイベイ）のDragon King Restaurant (龍皇海鮮酒家)で、JAL
香港支店、客室乗務員基地設立50周年記念イベントが実施された。当日は、香港基地OB・
OG129名と現役のスタッフ15名、あわせて144名が出席した。JAL香港支店の客室乗務員基
地は、1966年8月に海外初の客室乗務員基地として設立され、今年50周年を迎えた。今日ま
でに香港基地に在籍した客室乗務員は1500人にものぼり、現在は172名の客室乗務員が在
籍。香港―東京線の他、ニューヨーク線、シカゴ線、サンフランシスコ線、パリ線、フランクフ
ルト線、ヘルシンキ線、クアラルンプール線に乗務し
ている。記念イベントでは、JAL執行役員中国地区総
代表　江利川氏の開会挨拶から始まり、歴代制服
ファッションショーやカンパニーヒストリービデオ上
映など、50周年を振り返る催しものがおこなわれお
おいに盛りあがりをみせた。最後は集合写真を撮影
し、式が閉会した。

客室乗務員基地設立
50周年記念イベントを開催！



フラワーワークショップ
お花のある生活を始めませんか？
春のお花を束ねるブーケのワーク
ショップを香港島ミッドレベルズにて
開催します。
日時：1月13日、15日、17日 
　　  (10AM より/2PM より)
夜クラスも対応可能です。
詳しくはメール
v i o l e t t a flowe r 8 8@gma i l . c om 
(NORIKO) までお気軽にお問い合わせ
下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください！
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
　　　 （事務局）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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沢山。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org

電話：（852）2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’sのR&Bやソ
ウル（MOTOWNからDISCO系まで）を
演奏しているバンドです。現在新たに
即戦力ボーカルを募集しております。土
曜日夜のライブが可能な方、お待ちし
ております。
まずはご連絡くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会  香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントをやっ
ておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
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。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。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。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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19時または、ランチ
タイムに集います。経験不問・登録料な
どいっさいかかりません。～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
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では
団員を募集しています。室内楽や管弦
楽の好きな方、ぜひ一緒に演奏しま
せんか。<募集楽器>フルート、オーボ
エ各若干名。弦楽器(バイオリン、ビオ
ラ、チェロ、コントラバス)大募集中！月2
回ほど日曜午後3時間練習しています。
見学のお問い合わせなどお気軽にご
連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段
落された主婦の方、ワーホリの方など
アルバイトとフルタイムスタッフの両
方を募集中です。アルバイトは週２日
からの出勤も可能です。女性のお客様
が１人でも来れる明るい雰囲気を目
指しているお店です。ご興味がある方

はこちらまでメールで簡単な履歴書を
お送りください。追ってご連絡をいた
します。
sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！
尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系
バーで働ける。パートタイムスタッフを
募集しています。お酒への興味があり、
おしゃべり好きで、明るく楽しく働ける
方、大歓迎！ご興味のある方は、先ずご
連絡ください。夕方～深夜勤務ですが、
条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com
　　　 （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／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。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店

とん勝は、日本語堪能、接客好きな方
を募集中!希望シフト制でプライベート
も充実♪TST駅N1出口から徒歩2分、
通勤ラクラク☆日本人店長で日本人の
お客様が多いから現地の言葉が出来
なくても働ける!興味があれば、まず応
募してください!分からない事や不安
な事をなんでも質問して下さい。一緒
に楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Irene
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイム
も可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。

電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）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)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ
ルトショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいます
ので是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所:九龍チムーサチョイ加拿分道6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

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。）

香港
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　「彗星が落ちよる。」
　「彗星が落ちとる。」
　この違い、わかりますか？　
日本人には両者の意味の違い
がわかる人とわからない人と、
2種類います。
　分析すると、前者は、落ち＋
おる。後者は、落ちて＋おる。ま
ず、「おる」と「いる」の境界です
が、これは浜名湖～糸魚川を結

ぶ線になります。旧文部省が、「越中飛騨美濃三河」の東側に
「境界線」があって「東部方言」と「西部方言」に分かれる、と
「全国ノ言語区域」の調査報告を発表したのが明治39年。し
かしこういう「方言東西論」めいたものは、虚構です。実際の
方言区分はそんなに単純なものではないのです。
　日本の方言は、「東西論」ではなく、「新旧論」としてとらえる
べき性質のものです。日本語は千数百年来、新しい言葉は畿
内（京都近辺）で生まれ、徐々に西と東に伝播していく、という
構図で発展してきました。東日本は中部の険しい山や大きな
川によって言葉の東進が妨げられ、特に基礎的な文法要素
などが広範囲において西日本と違っているため、言葉の新旧
の違いがあたかも東西の差であるかのような印象を与えて
いるのです。枕草子に出てくる「たるひ」（つらら）、源氏物語に
出てくる「むらさめ」（夕立）、万葉集の「なるかみ」（雷）など、こ
ういう古い言葉は東北や九州など遠隔地に伝わって残ってい
るのであって、現在の京都弁をいにしえの万葉言葉だなどと
思い込むのはとんでもない錯覚。「おでん」も「おだい」も「お
まく」も後世に「田楽」「大根」「枕」からできた新しい言葉。舞
妓さんの「～どす」も150年程度の歴史しかおへんのどす。
　冒頭の二つの文は、「落ちよる」が現在進行形で、今まさに

落ちている最中、という意味。「落ちとる」は完了形で、すでに
地上に落ちている状態。地域によって、～よる/～ちょる、～よ
う/～とう、～ゆう/～ちゅう、～よん/～とん、のようなバリエー
ションはありますが基本的に西日本の多くの地域では言い分
けが可能です。東日本ではどちらも「落ちている（落ちてる）」
となり、もとよりこの形式では進行/完了の違い（アスペクトと
いいます）を区別できません。アスペクトを区別できる言葉の
うち最も東に位置するのが飛騨弁。『君の名は。』では、彗星が
割れて、その片割れが飛騨の山奥に落ちてきます。飛騨の人
たちはそれを見て、「落ちよる」（落下中）、また、落下した後の
様子を見ては、「落ちとる」…のように言い分けてしかるべき
なのですが、残念ながら映画の飛騨弁には、こういった区別
がありません。同じ岐阜県でも県南部の美濃弁はアスペクト
の区別をほとんど失っていて、飛騨弁も、南飛騨のほうでは美
濃弁の影響が強く、やはり区別を失いつつあります。『君の名
は。』の方言監修は声優のかとう有花さん（土建屋の奥さんと
高山ラーメンの店のおかみさんの声で出演してます）。かとう
さんの故郷は、下呂温泉で有名な南飛騨の下呂町。区別の希
薄な地域ですね、まさに。区別が失われる傾向は西日本全般
において見られることなのですが、何より京都大阪がとうの
昔から、前前前世の頃から（それっていつ頃だよ）、区別して
いません。飛騨弁は関西の東側にあって西日本から切り離さ
れた、今やアスペクトの孤島となっているのです。アスペクト
の、カタワレ。
　「西日本」であっても京都弁と大阪弁は「いる」を使います。
丁寧または普通の言い方は「いる」。対して、品のない、見下し
た言い方が「おる」。アスペクトとは無関係で、待遇法として
「いる/おる」が使い分けられているのです。名古屋や広島や
奈良など関西の周囲の人たちにとっては普通の言い方であ
る「何しとる」のような表現が京阪の人たちには軽蔑の気持ち

を含んだ言い回しのように聞こえてしまうことがあるのはこ
のためです。明石家さんまの「知っとるけー！」は京阪の人に
は特に威嚇と侮辱が込められた言葉として強く響きます。東
京では「西日本方言」の「おる」が、「存じております」のように
必ず敬語表現としてのみ使われるのは面白い現象です。江戸
時代から明治まで上方言葉を丁寧語の規範として取り入れて
きたことのなごりで、更に、御所言葉の「ありがとう」に「ござ
います」を付けて作った「ありがとうございます」は和製英語
ならぬ東京製京都語。本場の御所言葉の伝統を今も引き継
ぐ京都大聖寺などでは「ありがとう」が正式。「ありがとうござ
います」とは言いません。
　♪ロンドン橋落ちた～の♪London Bridge is falling down
～は今まさに橋は落ちている最中であり、「落ちよる」。多くの
人が（特にアメリカでは）「falling down」と歌いますが本来イ
ギリスの元歌では「broken down」です。橋はすでに落ちてい
るので、「落ちとる」。
 

大沢ぴかぴ

花 

樣 

方 

言

方
言
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 105 ＜君の飛騨弁は。＞
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香港＆深圳

ゼロからスタート 第73回広東語♪ 会話練習

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

司機，經唔經九龍公園呀?

si1 gei1, ging1 m4 ging1 gau2 lung4 gung1 yün2 a3

運転手さん、九龍公園は通りますか？

經呀，你喺龍堡酒店前面落啦。

ging1 a3, nei5 hai2 lung4 bou2 zhau2 dim3 chin4 min6 lok6 la1

通りますよ。BPインターナショナルホテルの前で降りてください。

唔該你到時提一提我吖!

m4 goi4 nei5 dou3 shi4 tai4 yat1 tai4 ngo5 a1!

すみませんが、着いたら教えてください

司機，唔該酒店門口有落!

si1 gei1,m4 goi1 zhau2 dim3 mun4 hau2 yau5 lok6!

運転手さん、すみません、ホテル前降ります！

司機揮手作實-----運転手が手を振り確認が取れました

頭先嗰位小姐，你都係喺呢個站落呀，向後行就係九龍公園。

tau4 sin1 go2 wai2 siu2 zhe2, nei5 dou1 hai6 ni1 go3 zhaam6 lok6 a1, 
höng3 hau6 haang4 zhau6 hai6 gau2 lung4 gung1 yün2.

さっきのお嬢さん、あなたもここで降りなさい。後ろに向かって歩いていくと九龍公園ですよ

唔該晒!

m4 goi1 saai3

ありがとうございます

 

林小姐
lam4 siu2 zhe2

林さん 

林小姐
lam4 siu2 zhe2

林さん 

其他乘客
Kei4 ta1 sing4 haak3 

他の乗客 

司機
si1 gei1

運転手

林小姐
lam4 siu2 zhe2

林さん 

司機
si1 gei1

運転手

　　赤ミニバスの支払いは現金のみ、料金は白い看板に書いて

フロント部分に置いてあります。降車時に運転手に料金を支払

うとおつりを渡してくれます。中には乗車時に支払う路線もある

ので、わからなければ「車錢宜家收定落車收? che1 chin2 

yi４ ga1 sau1 ding6 lok6 che1 sau1」(今払いますかそれとも降りる時払います

か？の意味)と訊いてみましょう。赤ミニバスは、運転手が直接運賃料を受取るので収

入にも直接関わってきます。そのため運転手はより多くの乗客を乗せようと赤信号を無

視したり速度オーバーをしたりします。もともと30分かかる路線なのに15分で着くこと

もあり、市民からは「亡命小巴mong4 ming6 siu2 ba1」(亡命とは命のいらないの意味)と呼ばれて

います。しかし最近は走行記録や速度計をつけることにより、状況は以前より大きく改善しました。

　　「綠VAN Luk4 wen1」(緑ミニバス)は政府が管轄しており、停

留所が固定しています。各停留所に置かれた標識柱(ポール)で駅名

を調べたり、そこに並んだりできます。料金は乗車時に料金箱に入

れる（おつりはでない）かオクトパスカードで支払います。車内にベル

がついている(車内上方、クーラー入り口付近)ミニバスが多く、降りたいときはベルを

押すか、大声で叫びます。

　　今期の広東語教室では、その複雑さから香港人でもイマイチよくわからない交通機関―「小巴 

siu2 ba1」(ミニバス)について紹介します。

　　小巴の正式名称は「公共小型巴士 gung1 gung6 siu2 ying４ ba1 si2」（公共小型バス）

別名「VAN仔 wen1 zhai2」とも言います。ミニバスは定員16名、立ち席はありません。車体上部

の色により「紅VAN hung４ wen1」と「綠VAN Luk４ wen1」に分けられます。

　　「紅VAN hung４ wen1」(赤ミニバス)は主に古い地区を走行、高速道路は走れません。固定の

駅はなく、路線内の駐車禁止区域以外ならどこでも乗降車できます。降りる時はビル名やバス停

などの名称に加え、「有落yau５ lok6」と叫ぶと、運転手が手を振ってくれ確認が取れます。降りた

い場所を言えば路線内ならどこでも停まってくれます。

広東語・発音・日本語

橋底

kiu4 dai2
橋の下

巴士站

ba1 si2 zhaam6
バス停

路口

lou6 hau2
交差点

班馬線後

baan1 ma5 sin3 hau6
横断歩道後

邨口

chün1 hau2
公共団地の入り口

地鐵站

dei6  tit3 zhaam6 
地下鉄駅

-------乗車---------

-------10分後-------
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1 マラソンに必要なのはエネルギーと酸素、水。
　人間の主なエネルギー源はブドウ糖。通常体内にグリ
コーゲンとして貯蔵されているのだが、レース前にカーボ
ローディングとして糖質多めの食事を摂り、その貯蔵量を
増やすことは、エネルギーを高めるのに有効だ。

2 エネルギーを有効に使うためのカギは、酸素。
　我々の細胞はブドウ糖を分解する過程で酸素を使う。
トレーニングを積むことは、体が取りこむ酸素量と酸素を
使う細胞の能力が向上させる。

3 乳酸とは？
　走行中息苦しくなるのは、体が残りカスまで使っ
てエネルギーを作ろうとし、燃焼効率が低下するか
らだ。呼吸から取り込む酸素量が減ると、グルコー
スを少量しか燃やせなくなり、乳酸が発生する。乳
酸自身が筋肉疲労を引き起こすことは無いが、細胞
が酸性化することで、脳からは”筋肉が消耗してい
るから休め”という指令物質が分泌される。

4 ‘‘もう走れない”と感じる時、
　 体内ではグリコーゲンが底をついている
　フルマラソンでいうと32km地点で感じる人が多
い、体力的な限界。グリコーゲンを使い果たした体
は脂肪酸を分解してエネルギーを得ようとするが、
同時にケトン酸も生成してしまい、これが体内のph
値を下げ、脱水症状を引き起こしてランナーを疲弊
させる。

5 汗は体を冷却するが、体内から塩分を奪っていく
　スポーツ飲料には汗に似た成分が含まれているので、こまめな摂取が
欠かせない。

6 ランナーズハイのメカニズムはマリファナと似ている？
　練習後のランナーの血液から検出される”アナンダマイド”には、脳内に
幸福ホルモンの”ドーパミン”を増やす作用があることが分かっている。

　ただやみくもに練習量を増やすのではなく、身体のメカニズムを知っ
た上で、栄養・水分補給を怠ることなく効率的で無理のない走りを心がけ
よう。

暑さも影を潜め、香港もランニングにちょうど良い気候になってきた。来年2月の香港マラソンに向けて、準備を進めている方も多い
のではないだろうか。長い距離を走り抜くにはトレーニングを行うだけでなく、体の仕組みを知って戦略的なランニングプランを練る
ことも必要となってくる。ここでは、米国の研究機関が発表した、長距離ランナーが知っておくべき6つの”事実”をお教えしよう。

長距離走の完走を目指す貴方へ
ランナーが知るべき 6つのポイント
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　年の瀬を迎え、亜熱帯・香港にもさすがに空気が
清々しいシーズンが到来。創作的な広東料理で話
題のレストラン「Above&Beyond」は、そんな季節
にぴったりの、ユニークでチャレンジングな、身も
心もホットにしてくれる新メニューを発表した。
　エグゼクティブ・シェフのPaul Tsui氏が23年の
キャリアで培った経験とインスピレーションを駆使して今回のメニューで実現させたの
は、クラッシックな広東料理と、これまで取り入れられてこなかった食材とのマッチングだ。

　例えば、「Wok-fried Prawns with Kale and 
Assorted Mushrooms」（HKD368）は、意外な
材料を使ったソースが決め手の、冒険的な一

品。秘密のソースの正体は、ぜひ店で確かめてみて。看板メニューでもある「Braised 
ーターォウとブーハたれさ選厳は）815DKH（ 」druC naeB devreserP htiw knahS bmaL

チェスナッツ、マッシュルームやキャベツとともにラムを4時間以上じっくりと煮込んだシ
チュー。テーブルにはキャセロールで運ばれ、熱々を取り分ける。ラム肉は骨から簡単に
剥がれてしまうほど柔らかく、口にすると芯から体を温めてくれるメニューだ。「Minced 

な新斬、は）人2/894DKH（ 」eciR topyalC yelsraP dna leeP eniregnaT htiw feeB uygaW
見た目と味が予想を裏切る新感覚の一品。クリスピーなライスの食感と、オーストラリア
産A5和牛のハーモニーを、ミカンの皮とパセリのアクセントが引き立てる。
　同店は尖沙咀（チムサーチョイ）のスタイリッシュなホテル、「ICON」の28階に位置し、
店内はテレンス・コンランのインテリアに彩られたプライベートクラブのような上質な
空間が広がる。香港ならではのあたたかく洗練された雰囲気の中、窓からの息を飲むよ
うな美しいハーバービューを望みながら頂く料理達は、ミシュランガイド2017に掲載さ
れ、英国のトラベルアワードにも新進気鋭のレストランとして
紹介されるなど、国外からも高い賞賛を得ている。
　香港随一の景色を眺めつつ、イマジネーションに富んだ素
晴らしい食事を楽しむことができるAbove & Beyondは、香港
に暮らす人にも旅行者にとっても、アジアの国際都市、香港の
魅力を再発見できるレストランと言えるだろう。Paul Tsui氏が
提案する、極上のダイニング体験を、ぜひあなたも。

モダンな広東料理を提供する
エグゼクティブシェフの新メニューに注目
モダンな広東料理を提供する
エグゼクティブシェフの新メニューに注目

Above & Beyond Chinese Restaurant 
住所：28/F., Hotel ICON, 17 Science Museum Rd., TST East
電話：(852)3400-1318 
時間：ランチ 月～日  11:00～14:30、ディナー月～日  18:00～22:30　

）制約予もれずい（  　　
ウェブ：www.hotel-icon.com 
フェイスブック：www.facebook.com/aboveandbeyond.hotelicon/

Above & Beyond Chinese RestaurantAbove & Beyond Chinese Restaurant
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The Priceline Groupの一員であるオンラインレストラン予約サイトのリーディングカンパニー、オープン
テーブル株式会社は、「外食の日」に先駆けて、日本の外食に関する最新の実態を探るべくOpenTable
利用者である日本在住の男女合計2,047人に、「外食に関する意識実態調査」を実施した。～「外食に関する意識実態調査」結果発表～

外
食
に
求
め
る
も
の
は
、

ウ
チ
ゴ
ハ
ン
に
は
な
い〝
食
〞、〝
気
分
〞、そ
し
て〝
雰
囲
気
〞！

レ
ス
ト
ラ
ン
の
決
め
手
は
、「
メ
ニ
ュ
ー
」が
圧
倒
的

Q.外食（ディナー）の頻度を教えてください。
　（SA/n=1,993） 
　「週1～2回」の外食頻度が約4割！
　男性は、日常的に外食をする一方、女性は、限られた
タイミングでの外食を楽しむ！？ 

　最も多い外食（ディナー）の頻度は、約4割近くが回
答した「週1～2回」（35.6%）と、比較的外食頻度が多い
ことが分かった。次いで、2位が「月に2～3回」
（32.5%）、3位が「月に1回」（11.0%）、4位が「週3～4
回」（10.8%）という結果。

男女別にみると、男性が女性を最も大きく上回ってい
る頻度は、「週3～4回」。 
（男性：15.3%、女性：8.2%、男女差：7.1ポイント）。 

　“週1回以上”外食する人で見ても、女性の47.4%を
男性の55.4%が上回り、女性に比べ、男性のほうがより
頻繁に外食していることが分かる。さらに、“月に1～3
回”の頻度で外食する人になると、女性の45.8%が男
性の39.6%を上回り、男女逆転したことからも、女性
は、男性のように日常的に外食するというより、回数を

限って自身の特別なタイミングで外食に行く傾向があ
ると考えられる。

Q.ディナーのレストランを選ぶ決め手を教えてください。
（MA/n=1,964） 
　レストランの決め手は、「雰囲気」や「価格」よりも「メ
ニュー」が重要 

　ディナーのレストランを選ぶ決め手は、8割近くが回
答した「メニュー」（78.2%）、次いで「雰囲気」（64.4%）、
「価格」（58.2%）という結果となった。ウチゴハン（自宅
での食事）では出会えない外食ならではのメニューの
豊富さや多種多様な食材を楽しみたいとする気持ち
が窺える。 
　また、オープンテーブルが7月に発表した「ビアガー
デンに関する意識調査結果」（＊1）では、ビアガー
デンの決め手は、1位が「雰囲気」（77.2%）、2位が「価
格」（69.6%）、3位が「立地条件」（68.6%）という結果で
あった。さらに、9月に発表した「接待に関する意識調
査結果」（＊2）では、接待のためのレストランの決め手
は、1位「雰囲気（70.6%）」、2位「立地条件（64.2%）」、3
位「メニュー（56.1%）」となった。今回の調査結果と過
去の2つの調査結果を比較すると、レストランの利用
目的によって決め手となる優先項目が異なることが分
かる。外食全般に関する今回の調査では、過去2つの
調査で1位となった「雰囲気」を「メニュー」が上回る結
果となり、レストランが提供する“食事の内容”が何より
重要ということが考えられる。
＊1「ビアガーデンに関する意識調査結果」（7月14日発表）の
調査対象：今までビアガーデンに行ったことがあり、かつ昨年
もビアガーデンに行った、ビアガーデンが好きと回答した全
国20～49 歳の女性 312 名
＊2「接待に関する意識調査結果」（9月14日発表）の調査対
象：OpenTableのサービスを利用している国内在住の男女
565 名

Q.ウチゴハン（自宅での食事）にはない外食（ディナー）
の良さを教えてください。（MA/n=1,946） 

　外食の良さは、ウチゴハンでは体験できない“食”、 
“気分”、そして“雰囲気”。

　外食は非日常空間を求めた行動のひとつ！？ 
　ウチゴハン（自宅での食事）にはない外食（ディ
ナー）の良さを聞いたところ、7割以上が「家では用意
できない食事や豊富なメニューが食べられる」
（74 . 5%）と回答。次いで2位「気分転換になる」
（53.5%）、3位「ウチゴハンにはない雰囲気を味わえ
る」（42.6%）、4位「食事相手とよいコミュニケーション
がとれる」（40.4%）、そして5位「食事をつくる時間が省
ける」（37.2%）という結果であった。“コミュニケー
ション”や“時間の節約”よりも、日常生活では味わえな
い“食”や、 “気分”、 “雰囲気”を外食で堪能したい人が
多いことが分かった。実際に、ウチゴハンにはない外
食の良さへの具体的なコメントを見ると、「新しい料
理の発見」、「新しい味に出会える」や、「感性を磨け
る」、「仕事へのインスピレーション」など、日常にはな
い新たな感覚や刺激、気づきを求めて人々は外食を
する傾向があることが分かった。

調査機関：オープンテーブル株式会社
調査期間：9月20日～30日
調査対象：日本在住の男女合計 2,047人 (OpenTable 利用者)
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