
　MTR中環(セントラル)駅
から徒歩3分という好立地
にある「プレスランゲージ
センター」。同校の魅力は
何といっても経験豊富な
講師陣だ。国際資格をもつ
ネイティブ講師が、ビジネ
スマン、主婦、学生、キッズ
全ての授業を担当。指定の
テキストだけでなく、新聞
記事や雑誌なども教材に

取り入れたりと、生徒に合わせてフレキシブルにレッスンを進めてくれ
る。また、グループレッスンは最多でも6人までと少人数制なので、一人
一人の発言の機会が多いのも嬉しい。受付には日本語対応のスタッフ
が常駐しており、定期的なフィード
バックや授業の振り替えに対応し
てくれるほか、授業外に講師とリ
ラックスした雰囲気の中で会話を
楽しめる「Coffee Conversation」も
設けられている。スカイプレッスン
や出張レッスンにも対応する同校
で、まずは無料カウンセリングを受
けてみてはいかがだろうか。

　「Language World」は、アクセスのよい灣仔（ワンチャイ）にあり、英
語を始め、広東語、北京語など各種言語レッスンを開講している語学
学校。超入門クラスからビジネス会話クラスまで幅広いコースがあり、

少人数制のグループレッスンかプライ
ベートレッスンから選ぶことができる。
同校の強みは、明るく個性的なキャラ
クターで場を和ませつつも、指導意欲
が非常に高い23名の教師陣。「レッ
スンは楽しく。でも、必ず学びのある時
間に！」という信念のもと、教師陣同士
での意見交換、勉強会を欠かさない。
無料体験レッスンでは、文法・語彙力・
スピーキングの速さなどからレベル

チェックをし、10段階のレベルからクラスわけをしている。入学後も定
期的にカウンセリングを行い、上達した点や改善点などをフィード
バックをもらえるので、モチベーション
を保ち、語学力を伸ばすことができる。
小さなお子様がいる方は安心。授業中
にお子様を見ていてくれるベビーシッ
ター制度もある。

Language World　
日本人が苦手とするポイントを押さえた授業が好評

　日本人居住者が多い太古（タイクー）に近
く、また紅磡（ホンハム）、黄埔（ワンポア）から
でも直接フェリーで通えると、便利な北角
（ノースポイント）に教室を構える「香港語言
学院（HKLCS）は、日本人の岩田氏が校長を務
める語学学校だ。岩田氏は中文大学SCSで日
本語を教えていた、30年以上の経験をベテ
ラン教師。香港人だけでなく海外の生徒から
も人気が高い。同校はそんな岩田氏が選んだ
有資格のネイティブ教師をそろえ、日本人向
けには英語・中国語・広東語・韓国語の言語
コースを開設している。プロフェッショナルな
教師による授業は、どのコースも「楽しみなが

ら自然に身につく！」と受講者たちから好評だ。香港の下町情緒の残る
街で語学を磨いてみては。
　また、狭い香港を飛び出し、自然が豊で子供達がのびのびと学べる
オーストラリア南東部のゴールドコーストへの親子留学の紹介も行っ
ている。オーストラリア政府認可校で、英語はもちろんオージーライフ
スタイルも学べる大きなチャンスとなるだろう。
　香港生活に密着した日常会話から、グローバル人材を育てる礎とな
る留学まで、語学に関する事なら幅広くカバーする香港語言学院は香
港在住の日本人にとって頼もしい存在と言えるだろう。

香港語言学院
ベテラン教師による授業は、楽しみながら自然に身につく！

住所：5/F., On Lan Ctr., 11-15 On Lan St., Central
電話：(852)3489-8874、(852)6103-4886
メール：info@preslanguage.com
ウェブ：www.preslanguage.com

PRES Language Center
講師は全員ネイティブ!!魅力が満載!!日本語対応講師駐在!!

住所：Rm.1808,18/F., Welborne Comm. Centre, 
　　  8 Java Rd., North Point
電話：（852）2616-4838
メール：info@hklcs.org

　1984年設立のパソナエデュケーションでは、香港在住の日本人の生
活がより充実したものとなるよう、英語、中国語、広東語のレッスンを
提供している。ひと言で語学を学ぶと言ってもその必要とされる状況
やレベルは様々。香港で日常的に最も多く耳にする広東語ができたら
もっと香港を楽しめるのに…、と考えているなら生活に密着した必要

最低限の広東語が学べる「サバイバル広東
語」がお勧めだ。レストランでの注文や会計
時、タクシーやバスを利用する際、マン
ションの管理人やスーパーのレジでのやり
取り等々、あまり英語が通じない場面でも、
広東語でちょっとしたコミュニケーションが
取れれば香港との距離が縮まるはずだ。パ
ソナの「広東語取り急ぎコース」は日本語の

流暢な担当教師が日常生活に必要な広東語の語彙やフレーズをパソ
ナのオリジナルテキストを使って教授。言葉だけでなく、文化や生活習
慣なども合わせて教えてくれると好評だ。更に深く学びたいという人
には継続クラスも。また、希望の曜日・時間で、テキストの中からトピッ
クを選んで学べる、ビジネスマン向けのプライベートレッスンもある。
オフィスで広東語コミュニケーションができればローカルスタッフと
の関係も円滑になるに違いない。もちろん英語、中国語（普通話）のプ
ライベートレッスンも提供している。必要に応じて語学を学び、香港で
の生活、ビジネスを充実させよう。

パソナエデュケーション
日々の生活で即実践！香港ライフが楽しくなる 
香港・語学

住所：2/F., Vulcan House, 21-23 Leighton Rd., CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）     (852)2577-8384（日本語ライン）
メール：conslt@pasona.edu.hk          ウェブ：www.pasona.edu.hk

香港・語学香港・語学

住所：Unit C&D, 10/F., Cheuk Nang Plaza,
　　  250 Hennessy Rd., Wan Chai
電話: (852)3460-5458
メール: info@languageworld.com.hk
ウェブ：www.languageworld.com.hk

香港・語学

今からだって
遅くない！
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　銅鑼湾（コーズウェイベイ）
駅F1出口徒歩1分に教室を構
える「Speakeasy」。同校は2001
年に子どもたちを対象とした
英語教室としてスタートし、創
立以来、英語への苦手意識を
持つ子どもたちが楽しく語学を学べるよう、教科書だけに頼らない
様々な勉強法を取り入れてきた。実践から得られる自然な発音や対応
方法は、アットホームな空間でリラックスできる教室だからこそ身につ
けられるもの。国際人として、英語のジョークなどで場を和ませるスキ
ルも時には必要だと考え、日頃からたくさんのものに触れ、頭の回転
を早くする訓練の大切さも提唱している。創立当初は、英語の語学
センターとして子供たちを中心に教えてきたが、生徒・保護者の声に
耳を傾けているうちに英語以外の需要も出てきたため、多種多様な
レッスンをするようになった。現在は英語をはじめ、日本語、広東語と

いった言語を学ぶこともできるほか、
「コミュニケーションを大切にする」、
「異文化交流によって視野を広げ
る」、「考える力を養う」といったテー
マの下、子どもから大人まで楽しめる
様々なワークショップを開講してい
る。自己表現を養うスケッチや水彩
画、ミニチュア粘土、カンフー、ヨガな
ど、そのコースは実に多様だ。特に
アートレッスンは色彩感覚や配置感
覚、ものの見方の相違など将来にわ
たって役立つスキルが多く定評があ
る。例えば、絵画の授業では、色味に
何かを足したり、目立たなくするな
ど、様々な工夫やアイデアで絵の印象
が新しいものに変化するという体験
は、絵画の世界だけでなくこれから
の人生にも役立つだろう。授業はイ

ギリスの芸術大学を卒業し、アクセサリーのデザイン会社に勤務経験
を持つイギリス人講師が英語で行う。国籍は問わないので、レッスン
を通じて異文化交流をすることも可能。どのクラスも少人数制のため、
一人一人の成長過程に合わせてアドバイスもしてくれるので、親御
さんにとっても非常に安心だ。コミュニケーションをとるのが苦手、
引っ込み思案などといった課題を一緒に克服できるように親身になっ
て取り組んでくれる。自由に想像し、アイデアを披露し、意見交換する
場は子どもの成長に欠かせない。学習の楽しさ、創造することの素晴
らしさをぜひ体験してみよう！

住所：1301, Fortune Centre, 44-48 Yun Ping Rd., CWB
電話： (852)2574-6256（横井まで）
メール：mika.speakeasy.hk@gmail.com
ウェブ：speakeasycafe.blog.fc2.com

Speakeasy
子どもから大人まで楽しく学べる憩いの場

　深圳南山区の緑豊かな広場にある「若
葉こども学園」は、園児、保護者、職員全て
に、安全・安心な環境作りを心がけ、温か
く・細やかな指導とケアを徹底する、日本
式幼稚園。国際クラスも設けており、日本
の幼児教育を受けさせたいというローカルの保護者達からの人気も高
い。今回注目したのは、同園が開いている「放課後レッスン」だ。同園児
はもちろん、他園児や小学生も参加することができ、随時参加を受け付
けている。クラスは、英語や中国語・日本語などの語学系、ダンスなどの
スポーツ系、宿題サポートなどの学習系など、教室の種類は多岐に渡る

が、中でも人気なのがキッズトレー
ニング（体育）や絵画教室だそうだ。
「無限大の可能性を秘めた子供たち
に、様々なチャレンジをさせてあげた
い」という園長の滝田先生。園児だけ
でなく、地域の子供たちが楽しみな
がらも学び、着実に身につけ、社会性
や人間性を磨くことのできる教育施
設を目指す同園。放課後レッスンや、
通常入園に関して気になる方は、一
度足を運んでみてはいかがだろう。

住所：深圳市南山区南海大道1113-1115花様美年広場3棟204室
電話：(86)755-2609-9626（日本語）、(86)755-2737-3799（中国語）
メール：info@wakabasz.com
ウェブ：www.wakabasz.com

若葉こども学園
子供たちにたくさんの可能性を！学ぶ楽しさが育つ幼稚園

　シーラン中日言語学校は、2003年に開校した
日本人向け中国語学校。深圳市南山区にある同
校は、観光地の「世界の窓」やショッピングモール
の「ホリディプラザ」などが近く、立地が良く生活
に便利であるところが魅力だ。日本人向け中国語
教育のノウハウが隅々まで活かされたコースは、
中国政府認定の中国語検定「HSK」の対策から、
初級～上級日常中国語が提供され、留学生や駐
在員、又はその家族などが幅広く在籍している。
勉強熱心で日本語が堪能な講師が多く、中国生

活についても細やかに指導してくれる温かさが強みだ。同校では、"相
手の立場に立つ教育”を大切にし、生徒たちの学びへの好奇心を常に
刺激し続ける。ここで学んだ生徒たちは、語学の上達だけでなく、中国
文化への理解も深め、より中国生活を楽しめるようになり、多くの生徒
たちが新たな目標へ向けて旅立つという。
　最後に、日本語が上手な劉先生からひと言「好きこそ物の上手な
れ」。生徒の立場に立って、楽しく身になる教育を大切にする同校を象
徴するような言葉だ。

住所：深圳市南山区白石洲巴士站旁
　　  金三角大厦（沙河集団）8楼830室
　　 （地下鉄白石洲駅下車A出口すぐ）
電話：(86)755-8661-0090、(86)138-2740-1586（日本語可）
ウェブ：www.szxiran.com/jp/index.html

Xiran 熙然中日言語学校
日常生活の疑問もケア！アットホームな日本人向け学校

若葉こども学園
WAKABA Child Education Center

深圳・幼稚園

深圳・語学

香港・教室
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　「語縁」は語学教育の派遣業務を行う専門
機関で、中国語のみならず、英語・日本語・韓
国語の教育を行っている。企業や工場などへ
の派遣を得意とし、さらに、個人やグループ
の要望に応じたカリキュラムも充実している
など、時間・場所・人数の希望に柔軟かつ丁
寧に対応してくれる。
　印象的な「語縁」という名前の由来は、言語
学習を通じた様々な「御縁（GOEN）」を大切

にしたいという想いから付けられたそう。同社の細やかで、誠実な指導
体制を表しているようだ。語学にも長けた優秀な人材を育成したいとい
う企業から人気を集め続けている理由は、専門分野に強い点、さらに、
効率の良いカリキュラムで短期間であっても確かな成果を上げることと
いえる。深圳での実績は周知の通りだが、在香港の日系や外資系企業か
らの人気も健在だ。これから世界は、よりインターナショナル化が進み、
社員の語学力を育てたいという企業は多いだろう。しかし、容易でない
のも事実。駐在員や社員の言語教育がなかなか上手くいかなかったと
いう企業や団体にとっては、注目すべき機関だ。

　Hanlin Language Center (HLC) は、情熱に溢れ、ダイナミックな街
「深圳」で、2016年に誕生した、比較的新しい語学学校だ。老舗スクール
に負けないほど、豊富なコースを設け、経験豊富で勉強熱心な講師が
揃っており、厳正なる評価制度で、その講師陣の質を高く保っている。

ここに通う学生たちは、日本のみ
ならずアメリカ、イギリス、オース
トラリア、インドなど、とても多国
籍で、あらゆる文化を共有しなが
ら、各々の目標に向かって共に学
ぶことが出来る。生徒達の多くは
社会人で、中には大手企業のトッ
プやマネージャーもいるという。
もちろん、主婦や子供たちが中国

語や英語を学ぶ場としても人気だ。特に人気のコースは、ビジネス中
国語、キッズ中国語、キッズ英語だそう。注目すべき同校の最大の強み
は、中国政府認定の中国語検定「HSK」の、現時点での合格率が100%
ということだろう。しかも、生徒が希望する受験スケジュールに合わせ
た、短期間での対策であっても高い合格率を誇っているというから素
晴らしいのひと言に尽きる。

HLC（漢林語学センター）
住所：深圳蛇口望海路利安商务大厦 A 座 706
電話：(86)0755-2161-6006、(86)138-2438-5654
メール：hanlinmandarin@163.com

HLC(Hanlin Language Center)
質の高い講師陣と楽しく学ぶ！若くエネルギッシュなスクール

　創立61年を迎えるTaipei Language Institute（TLI）は、全世界に21
校舎を展開する幅広いネットワークを誇る語学学校で、深圳では、蛇
口と福田に校舎を構える。3ヶ月に及ぶ、TLIオリジナルの指導トレー
ニングを修了後に、試験を突破した選りすぐりの講師が揃い、集団授
業だけでなく、マンツーマンレッスンや少人数制クラスまで提供する。
多くの日系や欧米企業の駐在員らが在籍し、日常からビジネスレベル
の中国語をオリジナル教材を基に学習している。人気のコースは、中
国政府認定の「HSK検定」の準備コースで、中国語知識の全くない状態
から、3ヶ月でHSK5級に合格した生徒がいるというから、同校の指導力

の高さが窺い知ることが出来る。シン
プルに楽しく、効率的な語学学習を
提供することを意識しており、生徒に
寄り添う姿勢を大切にしているため、
生徒たちからの満足度は、98%と高
水準を保っている。
　外国人向けの中国語学校として
「世界トップ10」のタイトルを獲得し
たこともあり、日本やアメリカなどの
各国大使館、世界トップ企業からも中
国語を学ぶ場として選ばれ続けてい
る、名門語学学校だ。

〈蛇口校〉
住所：深圳市南山蛇ロ明華国際会議中心Ｃ座1209A
電話：(86)755-8273-5996
〈福田校〉
住所：深圳市福田区車公廟泰然2路車公廟工業区201棟西座4階407
電話：(86)755-2161-8221
ウェブ：www.tli.com.tw
　　　 www.tlichinaonline.com

TLI 深圳語学中心
広いネットワークと、実績&信頼が魅力の名門校！

　2011年から、ネイティブの中国語
講師を派遣するスタイルで、主に深
圳の羅湖、福田、南山地区で支持を
集めていた機関が、2016年「HANA
中国語教室」として南山・蛇口に念
願の教室をオープンさせたそう。グ
ループ、ペア、マンツーマンレッ
スン、さらに企業派遣なども行って
おり、厳しい審査を突破した優秀な講師陣が、実践的な中国語会話を
指導し、生活の面でもアドバイスをしてくれる。華南地区在住の外国人
同士、そして中国人との文化交流の促進を促すことも、同教室が大切
にしていることのひとつだ。リーズナブルな価格でありながら高品質
で、完全自由予約制の柔軟で丁寧なレッスンが魅力だ。「初心者でも
必ず話せるようになります！」と代表の廖（リョウ）先生。生徒からも、

「充実感があり楽しく学べる」、「中国語への自信がつ
いた」という声が多い。友達と会うような感覚で、リ
ラックスしながら、確実に中国語力をアップさせること
ができる。現在、授業料10%off・無料テキスト・1時間
無料体験の新規キャンペーンを実施中なので、気に
なる方は問合せをしてみよう。

HANA中国語教室
苦手意識を克服！リラックスしながら学ぶ実践中国語

住所：住所:深圳市福田区深南中路2201号嘉麟豪庭A座1304室
電話：(86)755-3336-8301、(86)139-2281-6105（鈴木）
メール：goen@vip.163.com
ウェブ：ｗｗｗ.goen-jp.com　

語 縁
諦めるのはまだ早い！企業内語学研修のプロに頼ろう
深圳・語学

住所：深圳市南山区后海大道栖游家园1棟33层A室
　　 （地下鉄２号線東角頭駅B出口）
電話番号：(86) 133-1651-8601(日本語可･M.&WECHAT)　 
メールアドレス：hanamandarin@qq.com WeChat

深圳・語学

深圳・語学深圳・語学

今からだって
遅くない！
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1. 晾衣白肉
　(Pork slices in mashed garlic) 
　伝統的な前菜で、火を通した豚のバラ肉に唐
辛子とのニンニクのソースを合わせたもの。タレ
の味は絶妙で、物干し竿に洗濯した衣服を干し
た様子を模した見た目がユニーク。

2.烤羊肉串　新疆烤串
　(Xinjiang Lamb Skewers, chuar) 
　新鮮な羊肉の串焼きは、中国北部を代表す
るストリート・スナック。「Old Beijing Skewer」と
呼ばれていたが起源は新疆ウイグル自治区。
人々は大半が民族的にウイグル人であり、宗教
的にイスラム教徒だ。新疆のクミンパウダーと
四川唐辛子で味付けされており、中東スタイルの子羊ケバブに近い味わい。
香辛料と褐色の肉が生み出す、ジューシーな風味がたまらない。

3. 鹽工水煮牛肉
 (Yandu chill water-cooked beef slices)
　四川省の自貢市に由来するシンプルな煮
込み料理。この地方の人々は古くから塩井の
開発のために大量の牛を使い、さまざまな種

類の牛肉料理を食してきた。スライス肉の柔らかな口当たりと、お肉の
ジューシーさ、辛いスープがポイント。

4.大涼山烤豬
　(Daliang Shan Roasted suckling pig)
 　彝族（イ族）由来の料理であり、同店の代
表的メニュー。光沢ある見た目の豚肉は一
般的な中国の子豚の丸焼きに似ているが、
一口食べれば違いが分かるはず。特製ソー
スの味は格別。取材時は2.5kgの子豚を5人でシェアして十分な量だった。2
日前に要予約。

川熙樓 Chuanxi Restaurant
住所：M/F., Kimberley Hotel, 28 Kimberley Rd., TST
電話：(852)2882-9020
時間：12:00～24:00

口
が
し
び
れ
る
美
味
し
さ
！

　　

四
川
料
理
の
奥
深
い
世
界
を

四川料理は中国で最もスリリングな郷土料理のひとつ。
唐辛子と口にビリビリとした刺激を感じる花椒を使用することで有名だが、
その根底には、巧みな味付けの技術がある。 

「川熙樓 （チュワンシー・レストラン）」は四川料理の魅力を体感するのに最高の場所だ。
以下に数あるメニューの中からお店お勧めの品々を紹介しよう。

　もし友人と会話を楽しみたいのなら、鍋もお勧めだ。寄せ鍋の他、豚足やビーフ、ラムのバラ肉、牛のモ
ツなど各種具材の鍋メニューがあり、12:00～16:00までの間はランチでも提供している(HKD88)。
　またライスが付くランチセット(HKD58～72)は、麻婆豆腐、インゲンの炒め物、ピリ辛のナスのキャセロー
ル、野菜のマシュルームスープ、茹で鶏の花椒ソース、四川風ソーセージ、豚のアゴ肉のグリル、エビのスク
ランブルエッグなどを楽しむことができる。
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　タイレストランの「Mango Tree」と言えばバンコクを代表するレストランの一つ。日本
でも「Mango Tree」、「mango tree café」、「Mango tree Kitchen」の3つの異なるスタイ
ルで展開していて味に定評のあるレストラン。香港では、2014年に九龍のエレメンツに
オープン。モダンな雰囲気でありながら伝統的な正統派のタイ料理を提供している。

そんな同店が、肩ひじ張らずに本物のタイ料理を楽しめるカジュ
アルカフェレストラン「Mango Tree Café」を太古城（タイクーシン）
のシティープラザにオープンした。

　3,500スクエアフィートの広々とした店内は、竹や木を多く使用し、淡い緑と茶色を基
調としたエキゾチックなタイのジャングルをイメージしたモダンでオシャレなインテリ
ア。壁には、ペニンシュラホテル香港、ベネチアンマカオ、そしてニューワールド・マニラ
などの有名ホテルのグラフィックデザインを手がけたフランス人アーティストのEric 
Renaud氏が手書きで描いたもので、伝統的なタイの雰囲気に西洋のエッセンスをミッ
クスしている。家族連れはもちろん、大人もゆっくり食事を楽しめる空間だ。そんな同店
のメニューには、伝統的なタイ料理をはじめ、様々
な文化が融合するタイの街のようにモダンにア
レンジした料理をプラス。タイ料理の特徴である
甘さ、酸っぱさ、辛さのバランスが絶妙にとれた新
感覚なガストロノミー料理も味わうことができる。
　まずは、お店の人気メニューである「トムヤム・
チキンウィング」でスタート。香り豊かで酸、辛、甘
のバランスが絶妙。熱々をほお張ろう。ヘルシーでピリ辛さが癖になる「スパイシーグ
リーンパパイヤサラダ」を忘れずにオーダーしよう。タイの屋台料理の定番メニューの
「ビーフボール・ボートヌードル」やタイ式「ベイクド・ポークチョップライス」など通常の
タイレストランではなかなかお目にかかれない料理も多くメニューに並ぶ。メインには
食べごたえ抜群でレモングラスの香りが食欲をそそる「レモングラス・和牛ビーフ」を。
冷たいビールに合わせていただこう。
　お腹がいっぱいでも別腹で食べたいデザートには、タイを代表するデザートの「マン
ゴ・スティッキー・ライス」をはじめタピオカやココナッツミルクを使ったタイならではの
デザートを。甘すぎず食事の締めくくりにはぴったり。お買い物の合間や後のティータイ
ムにお茶とデザートを楽しみに行ってみるのも良いのでは。
　さあ、さっそくシテイープラザに行く際には、一度足を運んでみよう。

親しみやすいカジュアルなカフェ空間で
いただく本格タイ料理！
親しみやすいカジュアルなカフェ空間で
いただく本格タイ料理！

Mango Tree Café
住所：Shop 314, 3/F., Cityplaza, 18 Taikoo Shing Rd., Taikoo Shing
電話：（852）2577-0699
営業時間：11：30～23：00
ウェブ：www.mangotreecafe.com.hk

Mango Tree CaféMango Tree Café

温かみのあるモダンなインテリア

食べごたえ抜群「レモングラス・和牛ビーフ」

一
度
食
べ
る
と
癖
に
な
る

「
ト
ム
ヤ
ム
・
チ
キ
ン
ウ
ィ
ン
グ
」

甘
さ
と
爽
や
か
さ
た
っ
ぷ
り
の

「
マ
ン
ゴ
・
モ
ヒ
ー
ト
」

屋
台
の
定
番
メ
ニ
ュ
ー「
ビ
ー
フ
・
ボ
ー
ト
ヌ
ー
ド
ル
」
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Bloomlife
　お腹周りに装着すると、妊婦の子宮
の筋収縮を検知できる「ウェアラブルデ
バイス」。本体はコンパクトで、腹部に貼
る使い捨てのパッチに取り付けるようになっており、必
要に応じて夜間含めて１日中着けていてもOK。頻度や
強さなど、子宮収縮の様子を長いスパンで観察できる
ので、出産までの状態を妊婦自身が把握でき、特に妊娠
後期には役立つアイテムと言える。

Philips - Avent Smart baby monitor
　親としては、生まれてきた子供にベストなケアを行い
たいと思うもの。先進的なライティングシステムで知ら
れるフィリップスがベビー関連用品として開発したの
は、日中、夜間を問わずモニタリングが可能な、Wi-Fi接
続の「ナーサリー・モニター」。親がどこにいても赤
ちゃんの様子を画面で見ることができるのはもちろん、
第三者を招待して映像を見せたり、赤ちゃんをあやすの
に役立つ子守歌などもアプリを遠隔操作して流すこと
ができる。先進的なこのアイテムがあれば、親達は安心
して我が子から離れることも可能になるだろう。

Fever Scout
　育児に心配事はつきもの。子供の健康を心配する親
の心強い味方になってくれるのが、このアイテム。赤
ちゃんの腕の下に入れておけば、24時間365日、体温を
正確に計測してくれるセンサー対応の体温計だ。計測さ
れたデータはスマートデバイスに転送されるように
なっているので、仕事中でも赤ちゃんの健康状態を把握
することができる。本体はカラフルなデザインで、大きさ
は絆創膏程度。充電式で、子供の体に貼ると連続した体
温データの推移をBluetooth経由で送信する仕組みに
なっている。体温アラームを設定すれば夜間に子供が
発熱した場合でもアラームで知らせてくれるし、体温の
履歴はアプリに保存されるので、回復の様子と薬の効き
目などを観察することも可能だ。

子
育
て
革
命
？

子
育
て
革
命
？

妊娠中にも、子育てにも
便利な最新アイテム３選
妊娠中にも、子育てにも
便利な最新アイテム３選

妊婦自身がそれを行っていた時代から、医師が母子の全ての状況を把
握する現代まで、絶えず存在しているのが出産に関するビジネス。若い
世代の母親たちの間ではそういったケアをより積極的に取り入れたい、
利用したい、という指向が高まっている。今回は妊娠中、そしてその先ま
で親たちをサポートしてくれるテクノロジーの一部をご紹介しよう。
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　こんにちは！並木です。前回のレッスンから１週間。クリス先生からは
「習ったことだけ模倣をしてくださいね。それ以外のことはしなくて結構で

す。」とご丁寧なメールをいただいてました。私が毎日続けたことは、
近所の通りの名前を言い続けること。まるで歌を歌っているよう
な軽快なリズムなので、なんだか楽しくなり、歩きながらも呟い
ていたところ、幼稚園児の息子も上手に発音ができるように
なっていました。たった５つほどの名前でしたが、周りの風景
が今までとは違った印象になりました。
　驚いたのは、トラムに乗ったときのこと。案内表示板に出て
くる地名を読みたくて仕方がないのです。もちろんすべて正し
い読み仮名はわかりません。でも、たった1字でも知っている文字

があることがこんなに嬉しいなんて！今までは何とも思っていな
かった文字の綴りが、とても身近になっているのを感じました。

　２回目のレッスンでは語尾の子音と母音の長さについて説明していただ
いたあと、１つずつ発音の練習。日本語にはない音もあり、口がなかなか動
かず四苦八苦する場面もありましたが、一生懸命、そして丁寧に…と思いな
がら発音の練習を続けました。「この発音であってるかな？」と不安になると

住所：Unit C&D, 10/F., Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Rd., Wan Chai
電話: (852)3460-5458<荒木>
メール: info@languageworld.com.hk
ウェブ：www.languageworld.com.hk

きもありましたが、ク
リス先生が「発音が
違っているときは必
ず伝えますよ。」と
言ってくださったの
で、胸を借りるつも
りで大きく丁寧に発
声を続けることがで
きました。
　今までなんとなく
言っていた「使えて
いるつもりだった」
単語もいくつかあったのですが、発音が違っており、「だから時々通じないこ
とがあったんだなぁ。」と今さながらの発見もありました。こんなに発音が大
切だったなんて、という新鮮な気持ちと、ゆっくり伝えていいんだ、という安心
感を得られた２日目のレッスン。クリス先生が「今の発音は素晴らしいです。」
と言ってくださったときの喜びが私の気持ちにさらに弾みをつけてくれまし
た。そしてなんと！！ものすごく苦手なタクシーでしたが、行き先が一回で伝わ
るように！思わずガッツポーズを作った私です。もっと広東語と仲良くなりた
いという気持ちでいっぱいになりました。

3回の授業で生活がどこまで変わる？ 広東語を話せたら、もっと香港の生活が楽しくなりそうと思うけれど、片言の広
東語ができれば何とか生活できてしまい、ずるずると時がたっていた…そんな
人も多いのではないだろうか。今回、広東語に挑戦する並木さんもそんなひと

こどで業授語東広の回3全、回1週、るえ教が生先スリクの」dlroW egaugnaL「。り
まで生活が変わるのか、3回にわたり並木さんの体験記を紹介する。

第２回（全3回）

並木　貴子
香港在住3年目。タクシーで自宅マン
ション名を広東語で伝えるも、ドライ
バーに9回聞き返された挙句、乗車拒否
された辛い経験あり。一方、「広東語は
わかりません」と表情やジェスチャーで
伝えているのに、一生懸命話し続けてく
れる香港人とコミュニケーションが少し
でも取れたらなと夢見る今日この頃。

講師：クリス・ウォング
香港大学日本語学部卒業後、宇都宮大
学に留学。趣味はウィンドサーフィンと
ピアノ演奏。J-pop好き。お気に入りアー
ティストはGLAYとMr.Children。ブログ
（kurisuhk.wordpress.com)で香港を広
く紹介。
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