
香港

　すし廣グループが「焼肉　伊呂波」をリニュー
アルし、新たに「肉料理　廣」としてオープンし
た。場所は、銅鑼湾にある渣甸中心（Jardine 
Center）だ。
　メニューを一新！　和食と焼肉を組み合わせ
たバラエティーに富んだ内容となっている。ま
た、気軽に利用できるバーラウンジや、10名ほ
どの貸切にも対応したVIPルームも新設し、新
たな焼肉の楽しみ方を提案。お酒と一緒にお
つまみ感覚で味わうなど、カジュアルにもハイ
グレードにも楽しむことができる。
　「とにかく雰
囲気がよくなっ

た！　飛騨牛のこれだけ多くの部位を1枚から味わ
えるのはここだけ！」と話すのは、岩上シェフ。幅
広い世代・属性の人たちに楽しんでもらえるよう
な店となっている。

今回、PPW編集部は代表の吉田寛氏にインタビューを行い、お話を伺った。

1. 「肉料理 廣」のオープンに際し、率直な感想をお願いします。
　とにかく新たなチャレンジで楽しみではあるが、本当に挑戦という気持ちです。

2. オープンまでの経緯を教えてください。
　15年前に「焼肉 伊呂波」をオープンしたときは、香港にお
ける日本の焼肉の先駆けで、高級路線でした。ただ、時代
も変わり競合も増えてきた中で、何ができるかと考えた
ときに新たな焼肉の楽しみ方を提案するという構想に
至りました。

3. 一番大変だったこ
とは何ですか？
　元々使っていた店舗を
一度完全にクローズしての
改装だったため、その間の
家賃やスタッフの仕事など
様々な調整が必要となりまし
た。大がかりな改修工事でしたが、いかに短期間でできるかを考えましたね。結果、
約2週間でのリニューアルオープンとなりました。

4. ターゲットとなるお客様層はありますか？
　特にありません。様々な楽しみ方ができるので、幅広い属性のお客様にご利用
いただけたらと思っています。香港の若者たちがお酒を飲むようになってきたの
で、そういった人たちにバーラウンジをご利用いただいたり、一人でも入りやすい
雰囲気なので、単身でいらっしゃっている日本人の方々にもご利用いただけたら嬉
しいです。おしゃれな内装になっているので、女性同士でも入りやすいと思います。

5. 今後の展開をお聞かせください。
　今後ソムリエに入ってもらい、肉料理
とワインのペアリングを提案しようと思っ
ています。せっかくバーラウンジが
あるのでハッピーアワーを導
入したり、比較的ヘビーな焼肉
ですがシニア向けにメニューを
考案したりもしたいです。
　グループの「すし廣」では、3世代
に渡って利用してくださるご家族もい
らっしゃいます。様々なアイデアを試しながら、幅広い世代に末永く愛される店舗
にしていきたいですね。

肉料理 廣
住所：2/F., Jardine Ctr., 50 Jardine's Bazaar, CWB
電話：(852)2882-9877
時間：月～土 ランチ 12:00～15:00（LO 14:30）、ディナー 18:30～23:30（LO 23:00）
  　　日祝 ランチ 12:00～15:00（LO 14:30）、ディナー 18:00～23:00（LO 22:30）
ウェブ：www.sushihiro.com.hk
フェイスブック：肉料理　廣　Meat cuisine Hiro
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　香港に韓国料理ブームが
訪れたのもまだ記憶に新し
い。その中で今でもファンか
ら根強い支持を誇る一つが
香港の夜の顔としても有名な
中環（セントラル）のランカイ
フォンに店舗を構えるモダン
韓国レストランバー「JINJUU」。お洒落なインテリアにひねり
を効かせたモダンな韓国料理、そしてアジアンなカクテルが
人気。ディナーで訪れる人々が多いが、実はお得な週末のブ
ランチメニューもある。
　同店のメニューは、自身の料理番組を持ち、料理本なども
手がけるアメリカ生まれの韓国人セレブシェフのJudy氏が

監修。女性ながら
の感性とユニー
クなアイディアを
伝統的な韓国料
理と融合し、他店では味わえない料理を提供している。週末
のブランチメニューは、アンティーク調の木のケースに入っ
た韓国の様々な小料理を食べ放題で味わえるのに加え、シェ
フおススメの一品、選べるメインディッシュ、そしてデザート
の盛り合わせをHKD388で楽しむことができる。

　魅力満載のブランチのメニューを
いくつか紹介しよう。まずは、鮭を
ジャックダニエルウィスキーに漬け
たサーモン。一風変わった組み合わ
せだが思いのほかイケる味。ピリ辛
味にパンチを加えた味わい深いチ
キンの串焼きは昼間でもビールが
飲みたくなる味。天ぷら風に揚げた
カリフラワーは食感も味わえてヘル
シーな一品。選べるメインには、韓国
料理では定番メニューとなった韓国

スタイルのフライドチキン「Korean Fried Baby ½ Chicken」。子
供から大人までエイジレスで楽しめるメニュー。最初はそのま
まオリジナルの味を、そしてその後は同店自慢のソースをつ
けて違う味を楽しもう。お肉好きには、口当たり柔らかでしっ
かりした味付けの「Slow-Braised　USDA　Prime　Beef　Short 
Ribs」を。白米の代わりに五穀米を使用して、韓国の代表的な

料理をヘルシーにアレンジしたビ
ビンバ「Multi Grain Bibimbap」は女
性におススメ。シェフおススメのメ
ニューは同氏が季節の食材を使用
した韓国料理を用意しており、メ
ニューは週替りでオーダーをして
からのお楽しみ。訪れるたびに驚
きのあるメニューを楽しむことがで
きる。
　ブランチには、HKD188で韓国
ビールのHiteとプロセッコの白＆赤
ワイン、キムチカクテル、ソフトドリンク、韓国茶の飲み放題、

HKD238でモエット・シャンドンの
シャンパン飲み放題をプラスすること
もできる。たまには美味しい料理とド
リンクを楽しみながらゆっくりブランチ
を贅沢に楽しむのも良いのでは。
　さっそく話題のお店のブランチを味
わいに出かけよう。

マリリンのぶらグル巡り
モダン韓国料理のパイオニア
「JINJUU」から新ブランチメニュー登場！
モダン韓国料理のパイオニア
「JINJUU」から新ブランチメニュー登場！

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

JINJUU
住所：UG/F., 32 D’Aguilar St., California Tower, Central
電話：(852)3755-4868
時間：月～木 12:00～25:00、金土 12:00～26:00、日 12:00～23:00、
  　　ハッピーアワー 毎日 17:00～21:00、ブランチ 土日 12:00～15:00
ウェブ：www.jinjuu.com.hk/hk/enブランチメニューの料理の数々

2度味わえる「Korean Fried Baby ½ Chicken」

お洒落なレストランの外観

週替わりの魚メニュー
「Roasted Fish of the day」

女性におススメ
「Multi Grain Bibimbap」

ボリュームたっぷりの
デザートの盛り合わせ
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　尖沙咀（チムサーチョイ）のホテル”THE Luxe Manor”内にある北欧料理レスト
ラン「FINDS」は、香港のデザインとファッションのプラットフォームであるMATCH 
SHOWROOMと協力し、年間を通じて継続予定のノルディックライフスタイルに
フォーカスしたプロジェクトを開始する。デビュープロジェクトとしてまず、著名グ
ラフィックデザイナーのサンドラ・イサクソン氏が手がけるスウェーデンの家庭用

品ブランド、Isakとタッグを組み、
エグゼクティブシェフのJaakko 
Sorsa氏を中心に、「Midnight　
Sun（白夜）」のアフタヌーンティー
セットを提供している。温かみの
あるテーブルセッティング、木の
エッセンスが薫るリラックスアロ

マ、味だけでなく見た目も楽しい食事、Isakのプロデュース
によるBGMと、北欧の雰囲気そのままのインテリアまでこ
だわったノルディック様式を再現した自信作。食事はス
ウェーデンとフィンランドの食に焦点を当てたメニューで、
新鮮なフルーツとバニラソース、ラズベリークランブルを添
えたふわふわの北欧風パンケーキ、クロテッドクリームと自
家製ベリージャムと頂くヨーグルトスコーン、ビートルート
と冷たいスモークサーモンを載せたトースト、スウェーデン
式Västerbottenのチーズタルト、卵とカッテージチーズを
載せたクリスピーカレリアン・ペストリー、マスのイクラを添
えた海老のサラダ、シーバックソーンベリーのマーマレー

ド、ホワイトチョコレートムース、青りんごのゼ
リー、チョコレートプラリネクリスプとコケモモ、
マンゴーとパッションフルーツのタルトなど盛り
だくさん。白夜をテーマにしたスタイリッシュな
Isakのモノトーンのティーウェアにも注目だ。お子
様向けには、M＆Mカップケーキ、チョコレートマ
シュマロ、クリスピー・サーモンボール、ミニグリ
ルチーズ・サンドイッチ、ヨーグルト、ベリー、グラ
ノーラカップ等が付くキッズ・セット（HKD98）も
提供している。
　また洗練されたフードスタイリングとデザイン
のファンのために、Jaakko氏とサンドラ氏は、
パーティーやブランチ、子供向けの食事に対するヒントを提供するワークショッ
プを5月12日、6月9日の計2回開催。プロフェッショナルな2人から食事のプレゼン
テーション、テーブルセッティング、写真に関するコツを伝授してもらえる、またと
ない機会。参加費はHKD350で、詳細はFINDSのFacebookを参照してほしい。
　アフタヌーンティーセットは、月曜～金曜の午後3時から午後5時30分まで、土
日は午後3時30分から午後5時30分までの提供となる。アフタヌーンティーで使
用するティーウェアを購入したい方は、https：//blank-select.com/で会計時にプ
ロモーションコード、“ISAKXFINDS”を入力すれば15％のディスカウントが受けら
れるので、そちらもお見逃しなく。

FINDS 
住所:1/F., The Luxe Manor, 39 Kimberly Rd., TST
電話：(852)2522-9318
時間：月～木 6:30～24:00、金～土 6:30～25:00、日 6:30～24:00
フェイスブック：FINDS

本格北欧レストランFINDSで
北欧式アフターヌーンティーや
ワークショップを体験
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香港＆広東
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（所在地） 広州天河区珠江新城華明路
（間取り） 1LDK 86㎡
（環　境） 地下鉄珠江新城駅徒歩5分圏内、
 AEONほかショッピングモール傍、日本料理店多数、
 建物敷地内に緑、近場クリニックや輸入食材コンビニが有り便利
（室　内） 内装はフローリング
 部屋に入った瞬間、日本で生活しているような雰囲気
（備　考） プール・ジム有り、24時間セキュリティ万全、
 建物管理会社日本語対応有り
（月　額） 10,000元～ 

（所在地） 広州天河区珠江新城冼村路
（間取り） 3LDK 135㎡
（環　境） 珠江新城CBDに位置
 静かなエリア
 建物の裏には西洋風のバーストリート有り
 とても住み心地がいい部屋
（備　考） プール有り、24時間セキュリティ万全
（月　額） 16,000元～

（所在地） 天河区天河東路

（間取り） 3LDK 135㎡

（環　境） 家具家電完備、ショッピング・交通共にすごく便利。

 特に妻帯者の方に人気のある物件。

 日本人・インターナショナルスクールの通学バスストップ有り。

（備　考） プール有り、テニスコート付き、24時間セキュリティ万全

（月　額） 12,000元～

星滙雲錦

天河新作

広州

朱美拉マンション

ライフパートナーライフパートナーライフパートナー 広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014

広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014

Property Agency List
日系不動産代理一覧
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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 
第一不動産 TEL (852)2885-7722
Rm. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's Rd., Quarry Bay
エイブルネットワーク広州 TEL (86)133-1089-1352
広州市天河区天河北路183-187号大都会広場712室 
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)136-3285-3590
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
深圳市羅湖区深南東路2017号华乐大厦506室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-2511-4770
深圳市南山区海岸城東座225号

香港香港＆広州広州

香港

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！
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きらりのプロフィール
香港訪問7度目にして、初めての香港在住、1年目。好奇心旺盛でアク
ティブ派。家でゴロゴロより外に出て、いろいろな出会い、発見をしてい
たい。グーグルマップを見て、未知の世界を見る、行けるところをみつけ
て、いつか行きたいと想い巡らす、近くなら計画立てて実行するのが好
き！　インスタ「hananapple」でゆるゆる日々の写真をアップしています。

　ランニングにまつわる話を２回（前回は、４月６日・４月１週目号）に分けてお送りしています。

　普段ジムでトレーニングをしていますが、ランニングマシーンも、パークランも走らない私
が数年振りにハーフマラソンを今年1月に開催された香港国際マラソンと翌月の香港スト
リートソン＠九龍で走りました。参加した理由は、香港生活の思い出に、景色を楽しみた
いから、そして自分に対してのフィットネスチャレンジでした。今回は、2月に開催された香
港ストリートソン＠九龍に参加した話を書きます。

　香港ストリートソン＠九龍は、今年で５回目のファンラン
イベントです。彩虹近くの觀塘バイパス（高速道路）から、
まだ暗い朝方にスタート。

　まもなくだと思っていたら、予定の時刻よりも２分早くス
タート！　周りのランナーもえっ！？　とびっくり。高速道路を觀塘
方面へ向かって走り、折り返してメガボックス辺りから一般道をまた觀塘方面・フェリー乗
り場の周辺まで走り、倉庫外を走り抜けます。早朝であることと、もともと人が集まるところ
ではないため、沿道からの応援はほとんどありません。香港国際マラソンと比較して応援
がないのは寂しい気がしましたが、また人気のない静まり返った街を走るのも気分がよ
かったです。そのなかで、沿道から手作りの応援うちわを持ったおじいちゃん、おばあ
ちゃん集団を発見。大声を上げて応援していたので、私も思い切って手を振り返しました
（笑）。太極拳の帰りだったのかなと勝手に想像しました。沿道のところどころでバンド演
奏しながら応援？もしくは練習を披露？　する集団を見かけました。これは、ストリートソン特
有の応援なのかな！？と思いました。沿道の食べ物は、香港ぽく焼売やフィッシュボール、
焼きアワビなども出ていました。このイベントはよりローカル色を感じました。古びたマン
ション郡を通り抜け、前回に辛い思いをしたトンネル（今回は啟德）を往復。啟德トンネル

は普段通らないため、新鮮でした。この辺りで半分以上の距離を走っていました。前日の
ジムのトレーニングからの疲労と筋肉痛もあって始めから体が重かったのですが、この辺
りから更に体が硬くなり、ぎこちなく走っていました。とにかくゴールを目指しました。一番の
走る楽しみだった以前の空港があった啟德の滑走路エリアを走り抜けてゴール！以前降
り立ったなぁと感慨深い体験でした。完走の記念にメダルを受けとりました。
  

　もし、香港で初めてハーフマラソンを楽しまれるなら、有名どころなら香港国際マラソン
を、ちょっとディープな香港さを味わうなら香港ストリートソンをおすすめします。ハーフマラ
ソンはムリッ！だけど、アウトドアを楽しみたい場合は、ハイキング・トレイルウォーキングをおす
すめします。次回はハイキングについて書きたいと思います。

　今後も、街歩き、山歩き、食べ歩き、飲み歩きといった「歩き」を切り口に、何かしらを楽し
むために歩く話をゆるり書いていきます。 

Vol. 104ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong Daily LifeHong Kong Daily Life香港在住日本人主婦が綴るリレー     エッセイミニ

香港を歩いて、プチ幸福感に浸る
       新しい発見、出会いは楽しい！Vol.4

気
紛
れ
に
ラ
ン
ニ
ン
グ
！？！ 

そ
の
2

私の知人にとても素敵な女性がいます。
いつも好奇心に目を輝かせ、人の話を親身になって聞
き、友人も多くとても幸せな生活を送っています。
そんな彼女があるとき、少女時代の話をしてくれました。
ご家族と相性が合わず、ご両親からもご兄弟からも認
めてもらえず否定されて育ってきたお話。
あるとき、このままではダメになる。
自分の人生、したいことをしよう！と決意され、
アルバイトで貯めたお金でアメリカに渡られます。
そこではじめて生きていると実感でき、
人生が輝き始めたとおっしゃっていました。

今の自分を好きになれない。
自分を変えたいけれどなかなか変わらない。
そんな人は少なくないのではないでしょうか？
今の自分を知る近道は親しくしている人10人をみてみ

ることだと言います。
「類は類を呼ぶ」
その方たちの姿が今の自分です。
今の生活に少し違和感があったり、周りの人と話が合
わないことが増えてきたとしたら、ステージが変わるサ
インだったりします。
ちょうど爬虫類の脱皮のようなものです。
生き物としてはごくごく普通の進化です。
けれど人は変わりたいと思ってもなかなか変わること
ができない生き物。何十年も同じ環境で、同じ友人に
囲まれて暮らしている人も珍しくありません。
未知の世界より、慣れ親しんだ世界のほうが居心地が
いいからです。
だから、今いる場所で新しい自分に出会うことはなか
なか難しい。

自分を変える一番の近道は、自分の身を置く場所を変
えることです。
付き合う人、周りの環境、住んでいる場所、、

それらを変えることは大きな労力を伴います。
そこに自分の身も心も適応させることはギアチェンジ
をするようなもの。
自分でも知らなかった新たな自分に出会えたりします。

クラスが変わるとき、進学するとき、
新しい職場に変わるとき、思えばいつも新しい自分に

出会ってきました。
飛行機に乗って空間を移動することも、相対物理学的
に自分を取り囲む空気や感覚、全てが変化するので再
生にはとても有効だと言われています。

新しい季節、学童期のお子様はギアチェンジしましたね。
みなさんはどんな新しい自分に出会いますか？

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。現在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」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第73期・順位表

チーム名
サンダース

オオゼキ

カイザース

ドリームス

コンポードー

ベアーズ

ロイヤルズ

パイレーツ

ツナーズ

サクラ

ブレーブス

アタッカーズ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1

0.833

0.75

0.727

0.636

0.500

0.500

0.462

0.417

0.333

0.333

0.250

0.182

0.154

差
0.0

1.5

2.5

3.0

4.0

5.5

5.5

6.0

6.5

7.5

7.5

8.5

9.0

10.0

第73期　第24節　4月22日

     勝ち組コメント
　残り2試合を残し前期に続き連続優勝を決めたサンダース。勝因は
金塚-浜田のリーグ屈指のバッテリーと堅固な内外野、小西主将が
引っ張る打撃陣によるリーグNo.1のチーム力に加え、大事な場面で
の集中力が今期は一段と磨きがかかった。残り2試合勝って全勝優勝
目指すぞ！

     負け組コメント
　優勝へほんのわずかな望みを残すカイザース。絶対王者、首位
サンダース相手に負けられない一戦となりましたが、3安打に抑えら
れ完敗。雨天順延となった残り一戦を残すものの、悲願の優勝は来期
に持ち越しです。

カイザース
サンダース

勝利投手：金塚
敗戦投手：戸崎

HR：戸崎

HR：

0
1
1
2
0
0
0
1
0
6
0
X

1
10

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　19名で挑むパイレーツ戦は先取点を許し、苦しい展開。しかし下位
打線にてチャンスを作り、要所で打って見事逆転成功！！　Wそうさい(岡
本)が二試合連続で長丁場を投げきり見事、完投勝利です。さとま(佐
藤)にも嬉しい初HR！！(ナイスダッシュ！！)

     負け組コメント
　今期最終戦勝ち越しを賭けた試合は強豪ドリームス戦。新人菊池
も含めて11人で先攻スタート。初回吉富の2点タイムリー、2回は新人
菊池のタイムリーで3回まで吉富の好投もあり、3対１ともしや勝て
る？　と思った矢先、4回以降味方エラーも絡み、相手チームはファイン
プレーの連続で流れが一転、結局逆転負け。ナイスゲームでしたが悔
しい1戦でした。来期は勝ち越しを目標に頑張りましょう！

パイレーツ
ドリームス

勝利投手：岡本
敗戦投手：志賀

HR：

HR：佐藤学

2
0
1
0
0
1
0
2
0
3
0 3

6

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　今期最終戦、且つ井土、山口、出水のラスト試合ということもあり、負
けられない一戦。初回に4点を取られるも、安打と四球を絡めて逆転し、
その後も加点。投げては山口、井土が要所を締め、連敗を脱する快勝。

     負け組コメント
　4番抜擢の田川の先制打等で初回幸先よく4点先制も、守備の乱れ等
で逆転を許すとそのまま流れは相手へ。向井、佐伯、立道らが長打を放
つなど明るい話題もあったが、連敗を止められず。次回のリーグ最終戦
は何とかトーナメントにつなげる戦いを。

エンジェルス
サクラ

勝利投手：井土
敗戦投手：崎川

HR：

HR：

4
6
0
9
3
7
1
X

8
22

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　12戦目は強豪ツナーズとの対戦。マロの2打席連続ホームランとモ
リの第1号ホームランで見事に7-5オオゼキの勝利！マロは四死球8つ
のピリッとしない課題を残すピッチングであったが打撃陣が好調の
兆しを見せた。次戦は準優勝決定戦なんとしてもチーム団結して勝利
するぞ！

     負け組コメント
　強打でうならせた宮田の最終試合。今期初先発で1/3回を２球で
抑えるが自慢の強打が本試合では発揮できず。チームもオオゼキ
さんの本塁打攻勢に屈する形となり敗戦。宮田さんお疲れ様でした。

ツナーズ
オオゼキ

勝利投手：久下兄
敗戦投手：後藤

HR：

HR：森田、久下兄 x 2、森

0
2
3
0
0
2
0
3
2
X

5
7

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

入団に関するお問い合わせはHKSA Men’s AA League広報
深田まで(masami.fukada.j@gmail.com)

深圳
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　中世後期にイタリアで文化運動として始まり、ヨーロッパの他地域にも広がった後、
近世初期にも影響を及ぼしたルネサンス。そのイメージは今もなお、世界中の人々の
美しさと知性の象徴である。これほどに芸術家達が創造力の翼を広げ、彼らの表現媒
体を新たな段階へと進歩させた時代は他になく、多くの偉大な思想家や芸術家が存
在した稀有な期間でもあった。
　その始まりは1400年頃。中世の遺構と古代への驚嘆、モダンな感性を融合させ、変
わりゆく世界の中に起こった運動であり、美、罪、償還、聖なるもの、不敬なものは全
て、ルネサンス芸術によって表現され、祝福された。ルネサンスは、芸術的表現を奨励
する肥沃な社会的景観を作り出す嵐のような変化、例えばメディチ家などからの潤沢
な資金や、ヨーロッパの失われていた古典的な学術文章が再度利用可能になったこ
と、詩やドラマ、キリスト教の初期の書物に至るまで全てが、新進の芸術家達のインス
ピレーションとして役立ったことなどによって成立した。
　ルネッサンスの原点は思考の拡大と障壁の崩壊であり、芸術家達は自然、宇宙、神
に対する自分たちの役割を表現したいと願った。多くが過去の宗教的な出来事を
テーマにしたが、その捉え方は大きく変わり、神を賞賛するだけでなく、神の動機と方
法を熟考する方向へに変わっていった。この時代を私達が探求することは、時代の美
しさと複雑さを理解するのに役立つ、実りある経験となるだろう。芸術、彫刻、文学を
通じてルネッサンスの世界を探索し、体と魂の祝福に満ちた豊かな世界を発見して
ほしい。

【絵画】
　画家達は性能が向上した画材を使い、新たなレベルの鮮やかさ
でテーマを生き生きと表現した。同時代、ヤン・ファン・エイクやロベ
ルト・カンピンなどのオランダの画家達は、歴史上最も色彩豊かで
華麗な芸術時代の到来を導いた。
　一方、イタリアのフィレンツェで画家達が幾分固執していたのは
構成要素の遠近感や光の表現方法などで、ピエロ・デラ・フランチェ
スカは光の描き方で他の画家にも影響を与えた。その他の地域でも
アントネロ・ダ・メッシーナやアンドレア・マンテーニャなどがナポ
リ、ヴィネチアの画家達に影響を与える画法を世に送り出した。
　ルネサンスはフランスでは他の地域とは違った形で発展し、先進
的な芸術家たちがヘブンリーなインスピレーションをもって装飾写
本や宗教絵画、祭壇画、個人の肖像画などの制作に取り組んだ。リン
ブルク兄弟やジャン・フーケなどが象徴的な画家として知られてい
る。北ヨーロッパにおいてはドイツでも変化が起こったほか、オラン
ダのヒエロニムス・ボスは気まぐれかつグロテスクな美の新境地を
開拓し、北欧のアート界に革命をもたらした。

　もちろん天才、レオナルド・ダ・ヴィンチの存在に触れずしてルネサンスを語ること
は出来ず、彼ほど同時代を象徴する存在はないが、その他にもジョヴァンニ・ベッリー
ニ、ラファエロ、ミケランジェロなどの芸術家が時代を彩ったことも忘れてはならな
い。システィーナ礼拝堂の天井にあるミケランジェロの絵画は、ルネッサンスの野心と
ドラマティックさを象徴する完璧な作品だ。

【彫刻】
　この時代の彫刻の意志を持った表情、飾り気のないポー
ジングとエレガントなディテールは私達の感覚を呼び覚ま
し、魂の根幹を揺さぶる。ビザンチン時代の固く尖った印象
のボディと違い、この時代の彫刻は人体の柔らかさを作品に
取り入れ、テーマとしては聖人、罪人に関わらず"死の運命"
が敬虔さ、全能さよりも好まれた。ミケランジェロはルネサン

ス期の現実主義と美しさを繊細に表現し、”ピエタ”に代表される作品達は、その滲み
出る人の力と脆弱性が現在も人々を魅了している。
　ルネサンス期、彫刻は公共空間だけでなく富裕層の家庭に置かれることも一般的
になり、胸像、全身像両方が人々に親しまれた。

【文学】
　文学においてもその文化は大きく花開き、鮮烈で印象深
い作品が多く生み出された。ダンテに代表される重厚な文
体はその代表格であり、ジョバンニ・ボッカッチョ、ニッコ
ロ・マキャヴェッリなども活躍した。
　最も人気を集めたのは、人間と神との関係を中心にした
もので、ヨーロッパ中の人々の関心を集めた暗く美しき物
語には、罪と救いのテーマが多く織り込まれている。
　忘れてはならないのはウイリアム・シェイクスピアの存
在だ。中世イングランドの歴史と悲劇のプロットを巧みに
組み合わせた彼の作品は、英語版のルネサンス文学という枠を超えた世界的、歴史
的な傑作であり、現在も彼は英語の引用において最も利用される著者である。

　物理学におけるアイザック・ニュートン、自然科学におけるチャールズ・ダーウィンと
いうように美術史におけるルネサンスのインパクトは甚大なものだった。古典的なグ
レコローマンの伝統的表現に加え、ルネサンス芸術は個人の経験と自然界の美と謎
を捉えようとしたものであり、芸術家達が行ったことは単なる先人達の古典の再現で
はなく、クラッシクの伝統の歴史に、華麗でモダンな新章を加えたといえよう。
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ハンドメイド作品販売会
香港で活躍中のサロン講師14名の作品
が集う3日間！
ハンドメイド作品の合同販売会！
5月23.24.25日10～18時
素敵な作品、盛りだくさん♪タイムセー
ルや抽選会あり。
ご来場、お待ちしております！
会場：銅鑼湾恩平道44－48恩平中心13
楼1301室
お問合せ：電話：(852)6337-1370
メール：jasminelee_2003@hotmail.com
フェイスブック＝香港お稽古サロンイ
ベント(随時更新中)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
専修大学　OB会　香港支部

専修大学、石巻専修大学、専修大学付
属高等学校、専修大学松戸、北上、玉名
高等学校ご卒業の方。
または関係者の皆様でご興味のある方
はお気軽にご連絡下さい。
メール：nishi0205@gmail.com(事務局：西)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

玩玩玩飲飲飲食食食！！！
20代・30代を中心に活動しています。人
狼会・B級グルメ美食会・はしご酒・大人
の鬼ごっこ、ワインテイストなど。去年は
香港でボードトリップを開催しました！！
Wechat ID：haiguikizuna
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  香港ソフィア会（上智大学）

上智大学、上智大学短期大学部、上智
社会福祉専門学校、聖母看護学校にゆ
かりのある方はお気軽にご連絡くださ
い。深圳、広州など広東省在住の方や
出張などで香港お立ち寄りの方も大歓
迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
　　　 （松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

少年少女サッカー部員募集！
経験豊富な家庭教師が北京語、広東
語を教えます。マンツーマンの個人授
業で、生徒様のレベルに合わせ、日本
語で分かりやすく教えます。初心者大
歓迎。時間は生徒様のご要望に合わせ
ます。土日も授業可能。
詳細は znjkklcs@sina.com
ジュディまで、お気軽にお問い合わせ
下さい(日本語でどうぞ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サッカーチーム【JFC】発足！　少年少女メンバー募集!!
少年少女サッカーチームJFC発足！　各
年代にJFA公認 C級コーチ多数在籍。定
期的に対外試合あり、PLAYERS FIRSTを
合言葉に子供達の成長を共に楽しみま
しょう！　随時トライアル受付中
場所：香港島、九龍のグラウンド　                                                                                          
活動日：毎週土曜日午前中
対象：年長～小学生
連絡先:jfchk@googlegroups.com　
ウェブ：www.c-sqr.net/c/jfc
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
LINE & WeChat: hidekitsu1
Email: kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

定期的に食事会、ハイキング、BBQ大会、
クリスマス会など開催しております。華
南地区在住の青山学院卒業生の皆様
は、お気軽にご連絡ください。
メール：aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
LINE & WeChat: hidekitsu1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

八日会
1985年から続いている異業種交流会
で、奇数月の8日前後に約20名で勉強
会をしています。お昼の時間に各業界
から1名、ビジネスで役立つ香港・華南
の最新状況のスピーチを頂き、会社経
営、管理、自分開発に役に立てて頂きた
いと考えています。
連絡先：八日会事務所/ npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語PG「きらきら星」
日本語プレイグループ「きらきら星」日本
人ママたちによるプレイグループです。
友達をつくりたい、子供が時間をもてあ
ましているなど、一緒に皆で遊びましょ
う！ 2つの姉妹クラスで活動しています。
午前クラス：毎週水曜10:30-11:30
午後クラス：毎週火曜15:00-16:00

場所：銅羅湾
対象：1歳～4歳(目安)
会費：月80~100ドル(人数で調整)
連絡先：kirakirahk@gmail.com
facebook：kirakirahk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
富山県人会メンバー募集！

定期的に交流会があります。富山県生
まれ、富山県に住んだことがある、富山
県に親戚がいる、今度富山に行こうと
思っている等、富山に関係ある方はど
なたでもウェルカムです。お気軽にお
申し付けください。
連絡先：松原
メール：toyama.yoshimoto@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Let's Play Monopoly Together
不朽の名作ボードゲーム、モノポリー
をやりましょう！ 香港の知られざる魅力
的なカフェ＆レストランを開拓しなが
ら、親睦を深めていきます。モノポリー
に興味があれば老若男女＆国籍不問
です。ご連絡をお待ちしています！
メール：
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
 WhatsApp: 5134-1714 (田中)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
香港和僑会は、海外で組織のリーダーを
目指す人達の交流を促進し、成功を応援
するNPO法人です。毎月開催の定例会、
業種別の分科会、起業＆経営相談会、商
談会や展示会のアレンジ、貸会議室な
ど、様々なサービスを提供しております。
経営者や起業家に限らず、駐在員や学
生、主婦の方も、お気軽にご参ください！
香港和僑会HP↓
https://www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サッカーチーム【SHOOTERS】メンバー募集
創立22年！香港一アットホームなサッ
カーチームです！活動内容は、毎週末
の試合、練習、海外遠征、飲み会、レクリ
エーションと幅広く年間通じて活動して
います！サッカー経験問わず、チーム
の一員となり一緒に楽しく盛り上げてく
れる方大募集です！
メール: Shooters.fc.rep@gmail.com
Facebook:
https://m.facebook.com/shootersfc1995
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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！
ウェブ：http://jleaguers.exblog.jp
メール：jleaguershk@yahoo.co.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
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

TSTの三笠屋でパートさん募集中！
TSTの人気鮨店「三笠屋」では、一緒に
お店を盛り上げてくれるパートタイム
のホールスタッフを募集しています。曜
日や時間は応相談。まずは、お気軽に
下記にお問い合わせください。
問い合わせ先：2301-3555（本山まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北角の日本料理店でパートさん募集
北角の日本料理店【自然や】では、パー
トさんと社員を募集しております。パー
トさんは、お昼の時間のみでもOKで
す。ご興味のある方は、まずはお気軽に
お電話をください。
電話：6110-5579 川村まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務スタッフ募集
簡単な翻訳作業を含む事務をしていた
だける方を募集しています。翻訳は健
康診断の英語の医師コメントを日本語
へ翻訳する作業です。そのほか健康診
断結果作成にかかわる作業を行なって
いただきます。勤務は週に3日程度(土
日祝祭日の勤務はありません）
詳細につきましてはメールにてお気軽
にお問合わせください。
健康診断のメディポート
担当堀　
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 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
をファックスまたは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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主婦パートさん募集中！
香港で29年の実績がある当社では、た
くさんの日系企業様ともお取引をさせ
て頂いております。そんな当社では、一
日の限られた時間でもハッピーバレー
のオフィスに出社してくださる主婦
パートさんを募集中です。英語・広東
語・北京語が話せる方で、日本語がネイ
ティブな方であれば、未経験者も大歓
迎です。時給+歩合給もあります。お気
軽にお問合せください。
電話：2982-1138 or 9460-4892
メール：nanyang2@netvigator.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。
メール：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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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. Eva
　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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人入居者募集！
転勤の為、部屋を中途解約する事にな
り、急ぎ次期入居者を探しています。入
居可能時期は5月中旬。
家賃HKD37,000  間取り 3LDK
家具・家電付き、クラブハウス完備。
MTR太古駅、AEONに近接した、
とても便利なマンションです。
部屋の内覧は前日までに要連絡。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
新築マンション入居予約受付中！
西湾河の完成間近の単身者向きマン
ション 「 ISLAND RESIDENCE 」
Studio-1LDK 面積net238-393sqf
家賃HKD14,000-19,000
クラブハウス、プールも完備。
MTR西湾河駅近接、トラム通り
沿いの立地です。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   
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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。）

　全運会の開幕戦、香港代表の前に立ちはだかったのは
元中国代表選手が率いる上海チームだった。予選はリー
グ戦形式で行われ、決勝ラウンドへ進むためには中国国
内リーグに所属する強豪チームのいずれかを倒す必要が
あった。私たちのグループには、中国では強豪の上海と天
津がおり、私は本気で番狂わせを起こせると信じ、準備し
ていた。香港代表は順調に調整を進め、試合前の雰囲気
が自信に満ち溢れた良い状態だった。私は、このチーム状
態に「運」を重ね、現在の実力以上の力を発揮すれば、上
海を倒せる可能性があると考えていた。
　この運を呼び込む男として、香港野球初のプロ野球選
手で長身サブマリンのケネスを私は指名した。彼のピッ
チングは指導者からすれば、未だにギャンブルみたいな

もので、蓋を開け
てみなければ結果
がどちらに転ぶか
わからない。投球
フォームが安定し
ないことが原因
で、精神的に自ら
負のループにはまりやすい。とはいっても、これまで5回に
1回の確率で素晴らしい投球をしていた。この素晴らしい
投球がハマり、香港野球得意の先制パンチを与えること
ができれば先取点をとれると考えていた。
　自信と経験が足りない発展途上国の選手には、ある程
度「前向きな勘違いや思い込み」が大切である。こんな前

向きな気持ちが、
時に本当に試合の
流れを引き寄せ
る。実際、試合前の
ウォームアップ、
シートノック、どれ
をとっても香港代

表がスタジアムの雰囲気をものにしていた。観戦者から
は「香港代表、本当にやってしまうかもしれないと思わせ
られた」と後に聞かされたほどだった。
　しかし、試合が始まると私が想像した試合運びとは反
対方向へ進み、ケネス投手の悪いパターンでスタートを

した。ストライクを先行できず、ランナーを出してはストラ
イクを取りにいったボールを打たれる。初回、相手に7点
を許しチームの士気が一気に失われた。とはいっても攻
撃陣は好調で、130キロ前後を投げる相手投手を積極的
に攻め、スリーベースヒットを打つなどし、ランナーを得
点圏へ進めていた。香港国内では、130キロを投げる投手
と対戦する機会は
ないので、打撃陣
の好調さが良く分
かった。
　私は反撃の糸口
を探していたが、
想像以上に選手た
ちのショックは大きかったようだ。コンスタントにヒットで
ランナーを出塁させるのだか、集中力をかいた走塁ミス
を繰り返し、幾度となくチャンスを潰していった。「持って
いる力を本番で発揮できない。」香港野球の悪い癖が出
た試合になった。最終的に結果は1-18、大敗だった。
　試合後、私は「プランAがダメなら、次はプランBだ。決
勝ラウンド進出が絶たれた訳ではない。前を向こう」と選
手へ伝えた。これまで、最高の雰囲気で準備がうまくいっ
ていた分、香港代表選手のショックは計り知れないように
も感じた初戦だった。
　

（次号5月18日は「香港野球爆発！するものの・・」）

最高のスタート

著者プロフィール

 
2015年2月にイスラマバード（パキスタン）で行
われた西アジア野球選手権にイラン野球代表
監督として、チームを2位へと導く。同大会後、パ
キスタン代表監督に就任。2015年9月に台湾で
行われた「第27回 BFA アジア選手権」では、監
督としてパキスタン代表を率いた。
2017年2月、香港野球代表監督に就任。色川冬
馬をもっと知りたい方は「色川冬馬」で検索、講
演依頼はtoma@hotmail.co.jpまで。

  侍ジャパンオフィシャルサイトニュース・コラム
  → www.japan-baseball.jp/jp/newsVol.21
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1.ビジュアライゼーション（可視化）を利用する
　簡単かつ効果的な方法で、学校で行うのにも向いている。例え
ばストレスの要因と自分に向いていると思うストレス解消方法を
書き出したり、もしくはアプリなどでストレス状態をスキャンする
のもいい。これらは気持ちを落ち着かせて身体のストレスに対す
る反応を無くすのに役立ち、プレゼンテーションの準備などにも
応用できるうえ、テストで高いスコアを出したりすることも期待で
きる。自分で決めた手段やアプリのガイドに従ってストレスの軽
減法を実践すれば、成功への準備が整うだろう。

2.エクササイズ
　心のモヤモヤを吹き飛ばす
最も健康的な方法の1つは、
なんといっても定期的な運動。
朝のヨガや、徒歩又は自転車で
の登校、友達とジムでトレッドミ
ルをしながらテストの復習をするなど、生活の合間に運動を取り
入れてみよう。若いうちから運動する習慣を身につければ、より長
く健康に人生を謳歌することができるはず。

3.整理整頓をする
　散らかった空間はストレスを引き起こ
すとともに生産性、経済性が低くなると
いうのは紛れもない事実。多くの学生が
散らかった所で暮らし、また勉強してい
るが、これは成績にも悪影響を及ぼす。
ストレスの軽減と学生としての能力を高
めるために、ミニマリストを目指して整
理整頓に励もう。気持ちのよい空間が及
ぼす効果は、きっとすぐに実感できる。

4.正しい食生活を心がける
　普段認識していないかもしれない
が、食生活によって脳の力が高まっ
たり、逆にメンタルをすり減らしてし
まうこともある。健康的な食生活はス
トレス・マネジメントや学習マネジメントとして扱われることは少
ないが、実際にはその両方の機能を果たすことができるのだ。食
生活に自信がないなら、健康的な食事でストレスを和らげる方法
をもっと学んでみるといい。それにはさほど時間はかからないし、
ダイエットに関する心配や、頭痛などが軽減される。

5.ポジティブシンキングと自己肯定
　楽観主義は実際に、よりよい状況を惹き寄せることをご存知だ
ろうか。これは思考の仕方が自分たちの生活の中で、より良い環
境を作り出すのに役立つからだ。楽観主義と肯定的思考の習慣
は、健康と良い人間関係、成功を導く。ポジティブな自己対話能力
と肯定的思考、楽観主義がもたらす明るい未来のために、自らの
脳と思考を鍛えよう。また、肯定的思考の限界と注意点を学ぶこ
とも有意義だ。
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多くの学生がストレスを経験するが、忙しい学生生活を送りながら、それを解消する方法を見つけるのは
案外難しいものだ。今回は比較的簡単で素早く実行できる手段をご紹介しよう。これらがうまく機能し、
学生達のスキルと能力を開発する手助けとなることを願っている。
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