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Visit a Global Company：グローバル企業訪問

海外 IT 市場への挑戦
グループ一丸となり
グローバルトップ５を目指す
Vol.９ 株式会社 NTT データ
日本の NTT データから世界の NTT データへ。国内の IT
市場が伸び悩む中、システムインテグレーター業界の「巨
人」、NTT データは「Global IT Innovator」を宣言し、海
外拠点やリソースの拡充を進めている。

日本最大のシステムインテグレーターとし

海外で展開したことによる売上アップも一部

て、社会の基幹インフラを担う重要かつ巨大

ありますが、今のところはほとんどがＭ＆Ａに

なシステムを数多く構築してきた NTT データ。

よるものです。しかし、ここまでは足場を作っ

すでに国内では大きな規模を持つ IT 企業だ

たにすぎません。これまで拡大、構築したネッ

が、グローバルな視点ではまだまだ大きな成

トワークをどう生かすのか。
NTTデータグルー

長力を秘めていることから、IT サービス分野

プとしての一体感をどう出していくのか。それ

での「グローバルトップ５」入りの実現を目指

を考えるのが私たちのこれからの課題であり、

し、事業のグローバル化を積極的に推進して

本当の意味でのグローバル化のスタートだと

いる。2005 年の米国リビア社の子会社化を

考えています」

皮切りに、世界の IT サービス市場の大部分

人事部採用担当課長の藤本洋史さんは、

を占める米国・欧州を中心に、数多くのＭ＆

今後のグローバルビジネスの展開についてこ

Ａを実施。2005 年時点では 100 億円にも

う語る。国内 IT サービス市場が飽和状態の

満たなかった海外売上高は、2011 年 3 月

中、スタートした海外市場への挑戦。日本企

末時点で 1,000 億円を超えるまでに成長し

業の海外進出に伴い、顧客からは海外におけ

ている。

る IT サポート体制の構築が求められた。そこ

「われわれが日本国内で培ってきたノウハウを

で、海外現地企業をパートナーに迎えながら、

東京・豊洲に本社を置く NTT データ

Ｍ＆Ａによる体制整備を行ってきた。
「昨今はそうした戦略にも少し変化が見え始

「グローバルビジネスと一口に言ってもその範

めました。具体的には、日本で培ったノウハ

囲は広く、海外の現地企業やお客さまと仕事

ウや実績を、NTT データブランドのパッケー

をするのもグローバルビジネス。一方で国内

ジ製品として外国の政府や金融機関に対して

のお客さまに対して、海外製のパッケージ製

営業したり、海外のグループ会社が持つ得意

品を提案する場合でも、メーカーへの仕様や

技やリソースを組み合わせることで、２倍、３

機能の確認は、もちろん英語や現地語で行

倍の付加価値を生み出すグループシナジーの

いますので、それも考えようによってはグロー

創出です」

バルビジネスなのです。そういった意味では、

こうしたＭ＆Ａの推進によるカバレッジの拡

本社勤務であっても半分くらいの部署では、

大の結果、現在までに世界 34 カ国 143 都

もはや業務に英語は欠かすことができません。

市、2 万 6,500 人の海外体制を確立。今後

グローバルというステージの上で、１日も早く

は、グループ会社の統合・再編を行うことで、

仕事ができるようになってもらいたい。そのた

一体的かつ効率的な運営体制の構築などに

めに誕生したのが海外研修です」

取り組むという。
「目的」や「夢」を見据えた行動を
現在、全体の約４割が海外の従業員で構
成されている NTT データグループだが、海

人事部採用担当課長の
藤本洋史さん

支援する機会を設けている。

今 年 は、公 共・ 金 融 分 野 を担 当する
2011 年度入社社員約 300 名を中国に派遣
し、約２週間、現地の文化やビジネス環境の
理解、語学習得を通じたコミュニケーション
能力の向上を目指す。

外の従業員数が上回る日が来るのもそう遠く

「１年目の社員を海外研修に行かせるのは賛

ないだろう。それを見越してか、同社では社

否両論あるかもしれませんが、早めにこうし

員のグローバルなビジネスキャリアの形成を

た経験をさせることで、何かしら新しい発見
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だったり、自分のキャリアの可能性だったり、
そういった気付きになるかもしれない。非常

るという。やはり語学力は重要なポイントな

ですので、そこは勘違いしないでほしいと思い

のだろうか？

ます。それを踏まえた上で、①目的に主体的

に前向きな取り組みです。研修の対象は今の

「採用に関しては、必ずしも語学力や留学経

に取り組む「行動力」
、②周囲を巻き込んで

ところカンパニーごとなのですが、今後は全

験を求めてはいません。というのも、就職活

いく「主導力」
、③最後までやり抜く「強い意

社的に広げていきたいと考えています」

動というのはあくまで通過点であってゴールで

志と情熱」
。この３つを兼ね備えた学生に来て

グローバル化を推進するに当たり、育成体

はないからです。ともすると、就活のためだけ

いただきたい。５年後、10 年後、20 年後を

制はもとより、優秀な人材の確保も非常に重

に留学をしようとする学生がいる。もちろん一

考え、
その目的の達成、夢の実現が NTT デー

要となる。近年はグローバルというキーワー

歩踏み出して行動したことは素晴らしいと思

タでかなえられるのであればぜひ応募してい

ドをかなり打ち出していることもあって、同社

いますが、大切なのはそれをどう今後に生か

ただきたいと思いますし、私たちもそのような

にも海外志向の学生が数多く集まってきてい

すか、何のために行動したのかという「目的」

方々と一緒に働きたいと思っています」

く！
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責任あるポジションで
大きなやりがいを感じた

荻原 淳史 さん

株式会社 NTT データ
グローバルビジネス統括本部
グローバルビジネスユニット
セールスコラボレーション担当 主任

株式会社 NTT データ
1988 年、日本電信電話（NTT）のデータ通信事業部
を分離独立して設置された、日本最大のシステムインテグ
レーター。企業および自治体・官公庁向けなど、社会を
支えるシステムを数多く提供し続けている。今後の成長戦
略の一つとして、グローバル展開を積極的に推進しており、
2011 年９月現在、世界 34 カ国 143 都市、2 万 6,500
人超の海外体制を確立。2013 年３月期までに海外売上
高 3,000 億円を目指す。企業メッセージは「変える力を、
ともに生み出す」
。
http://www.nttdata.co.jp/

まっていきました。特に決め手となったのが、
2010 年の秋に参加したインドでの研修です。
語学力不足もあり、現地で働くスタッフとうま
くコミュニケーションが取れずに、非常に悔し
い思いをしました。今後グローバル化への対
応が待ったなしの状況の中でも、やっていけ
る力を身に付けたいと思ったのです。
Ｑ 語学の勉強はされたのでしょうか？
Ａ 独学での英語の勉強と、空き時間を見つ
けては英会話教室に通っていました。学生時
代は留学の経験もなく、通常の学校の勉強
だけだったのですが、入社当時から、会社を
挙げて海外事業に注力し始めていましたので、
社内の雰囲気が、自らすすんで英語を学ぶこ
とを後押ししてくれたといえます。
Ｑ 海外との仕事で苦労したことは？
Ａ 一番はやはり言葉ですね。現在同じチー
ムにインド人スタッフがいるのですが、社内の
打ち合わせも英語で行うことが多いです。ま
た、電話会議をする際、３カ国での会議では
時差が大きくなりますので、いずれかの国は
早朝や深夜になってしまい、少し大変かもし
れませんね。あとは、時間にルーズというか、
次の予定などがなかなか決まらないことが多
いです。文化の違いと言ってしまえば簡単で
すが、なるべく円滑にコミュニケーションを進
めるためにも、現地のグループ会社のスタッフ
を間に入れるなどして対応をしています。
Ｑ 英語を使う際、心掛けていることは？
Ａ 口頭だけだとすべて伝わらない、微妙な
ニュアンスがずれたまま打ち合わせが終わっ
てしまう、ということがあるので、なるべくメー
ルなどに、文章として残して意識を合わせると
いうことを行っています。文章で共有すること
で意識のずれというのはかなり解消されます。
Ｑ NTT データの魅力とは？

2006 年入社。入社から５年間は国内通信会社向けシステムで SE として従事。2011 年４月から現職。現在は、主
に東南アジアの政府、企業向けに鉄道、テレコム領域の営業、提案活動を行う

Ａ 実際に働いていて思ったのは、
若手であっ
ても任せてもらえる範囲が広いということ。私

インド人の社員と仕事を進める荻原さん

自身もシステム開発時代には、一つのプロジェ
クトのリーダーという責任あるポジションで成
長できるチャンスを与えてもらい、大きなやり
がいを感じました。また NTT データグループ
は、各国にグループ会社があって、さまざま
な経験やスキルを持った人が国内・海外含め
て非常に豊富です。そうした多様な人材の能
力を組み合わせることで、社会の課題を解決
できるということは非常に魅力です。
Ｑ 学生へのアドバイスをお願いします
Ａ 自分の場合、就職活動を始めたばかりの
時は、あまり業界を絞らず、まずはたくさんの
社会人の先輩にお会いしました。お話を伺う
中で、重要な社会インフラを担い、IT でお客
さまの課題を解決するシステムインテグレー
ター業界に大きな魅力を感じたのです。ウェ
ブサイトなどで一般に公表されている情報と、
一人一人の社員の仕事の話とでは、見える範
囲や感じることが大きく異なるので、ぜひ実
際に人に会って話を聞くということをしてほし
いと思います。
加えて、十分に時間のある学生の時こそ、
夢中に取り組める何かを見つけることも、自
分の魅力作りには大切だと思います。また、
もしも学生の時に戻れるのであれば、１年く
らい留学したかったという思いがあります。や
はり学生の時にはなかなか英語を話す機会を
持てなかったので、できるだけ多く機会を持
つことが大切だと思います。

Ｑ お仕事内容を教えてください。

Ｑ 国内業務との一番の違いは？

Ａ 東南アジアにある NTT データグループ

Ａ 東南アジアでは、まずは会社を知っても

会社と連携して、現地企業や政府に、通信

らう必要があります。それが日本との一番の

や交通関係のシステムに関する提案営業を

違いかもしれません。一からお客さまとのパ

行っています。お客さまとの打ち合わせや現

イプを作っていくところは大変でもあり、やり

地スタッフのサポートなどで、現地への出張

がいでもあります。

べています。IC レコーダーは、英語での

Ｑ 異動は自ら希望されたそうですが。

ろん全体は理解できるのですが、細かな

も頻繁にあります。私のミッションは、これま
で当グループが各国で培ってきたノウハウやソ
リューションを他の地域で展開し、各グルー

Ａ 入社当時は海外に特別強い関心はあり

プ会社の強みを組み合わせた新たなビジネス

ませんでした。しかし、プロジェクトを通じて

を提案することです。

海外と接点を持つうちに、海外への興味が高

荻原さんのお仕事アイテム
「電子辞書と IC レコーダーです。やはり語

学力で一番困ることが多いので、電子辞

書は常に持ち歩き、分からない言葉を調

会議を録音するために使っています。もち

聞き逃しを防ぐためにも、後でしっかり聞

き直せるようにしています」
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Journalist’s Eye
英字新聞記者の視点

日本のニュースを英語で発信しよう！
英字新聞 The Japan Times 記者が語る
日本の「今」を世界に伝えるための心得
——— Vol. 9 by Hiroko Nakata
日本で起こっていることを外国人に伝えるときに必要なのは、英単語の知
識や会話力だけではない。物事の背景を理解し、それを外国人にわかり
やすく説明するスキルが求められるのだ。このコーナーでは英字新聞 The
Japan Times の記者に、記事をより深く理解し、自ら説明できるようにな
るためのコツを教えてもらう。今回は、ビジネスニュース担当の中田浩子
記者に、
日米の自動車摩擦と、
日本独特の食べ物「ギョーザ」について伺った。
世界でも珍しいほど小型・軽量の、日本の「軽自動車」

■アメリカが日本の「軽自動車」を攻撃する理由とは？

The U.S. automakers pressed Tokyo to end special tax treatment for
the countryʼs unique “kei” super-minivehicle segment. The outside
pressure has jolted the industry, which has protected the smaller
end of the domestic car market for half a century.
アメリカの自動車メーカーは、日本独特の「軽自動車」の規格に対する特別な課
税措置をやめるよう、東京に圧力をかけた。この外部からの圧力に、日本の自動
車産業は衝撃を受けた。軽自動車は半世紀にわたり、国内の自動車市場の一番小
さな規格として、自動車産業界がそれを守ってきたのである。

日本が TPP（環太平洋戦略的経済連携

格の車は世界でも珍しく、日本のメーカー

協定）交渉参加を発表した時、アメリカ

以外で日本市場で売っているのは、ドイ

の自動車メーカーは日本の市場が「閉ざ

ツのダイムラー AG だけです。人気の大

されている」ことを理由に反対しました。

きな理由は、車体だけでなく税金や保険

その例の一つとして挙げられたのが、
「軽

料も安く、維持費があまりかからないこ

自動車」に対する税の優遇措置です。

と。2010 年に日本で売れた 500 万台の

地方の生活に欠かせない存在に
「軽自動車」のように、これだけ小さい規

車のうち、173 万台が軽自動車でした。
「軽自動車」という規格はそもそも、戦後
日本で自動車を普及させようという政府

の目標の下、設定されたもので、軽自動

YOSHIAKI MIURA PHOTO

が多数輸入され、特に故障が少なく燃費

車に対する税の優遇は現在まで続いてい

がよい日本車は、都市部で人気を集める

ます。軽自動車は特に公共の交通手段が

ようになりました。日本の自動車メーカー

ない地方で重宝されています。また、日

も円高で厳しい状況にありますが、ハイ

本では、軽自動車でなければ通れないよ

ブリッドカーの分野ではトヨタのプリウス

うな狭い道が今でも存在するのです。

が人気を得るなど、依然として消費者か

しかし、日本にもっと自動車を輸出し

らの高い支持を得ています。そこで、今

たいアメリカの自動車メーカーとしては、

回の「軽自動車」の低い課税に対する非

値段の安い軽自動車の存在は、あまり喜

難のように、機会があるごとにアメリカの

ばしいものではありません。
「軽」への優

自動車産業界の攻撃の対象となるのです。

遇をやめれば、消費者は海外の小型車に

もっとも、今は韓国のヒュンダイが世界

も目を向けるようになり、アメリカの小型

中で売り上げを伸ばし、日本の自動車メー

車がもっと売れるようになるかもしれな

カーも新たな競争にさらされています。

いというのが、彼らの考えのようです。
日米の自動車摩擦の歴史
日本とアメリカの自動車業界の摩擦は、

なお、
「軽自動車」は普段 mini car と
言えば通じるかと思うのですが、今回、
アメリカの自動車業界が出した意見書に
“kei” super-minivehicle という表現があ

今に始まった話ではありません。アメリカ

り、記事ではそれを使いました。
「軽」と

では「ビッグ３」と呼ばれる大手３社が

いう規格が日本独自の特別なものである

アメリカ国内で圧倒的なシェアを誇って

ことを示すのに、“kei” という表現が合っ

いたのですが、1970 年代ごろから外国車

ているのではないかと思います。
＊ 参 考 記 事 http://www.japantimes.
co.jp/text/nb20120127a8.html

■「ギョーザ No.1」の地位を明け渡した宇都宮

Boasting dozens of restaurants and shops and the highest household
consumption rate of “gyoza,” Utsunomiya, the capital of Tochigi
Prefecture, has lost for the ﬁrst time in 16 years its No.1 raking in
gyoza Chinese dumpling consumption.
「ギョーザ」を売る多数のレストランや店があり、また家庭での高い消費量を誇っ
ている、栃木県県庁所在地の宇都宮。16 年間で初めて、その消費量１位の座を明
け渡した。

市が「ギョーザの街」として大々的に観

言葉も使います。これは、pot（鍋）に

光アピールを行うようになったのです。

stick（くっつく）という調理中の状態か

ギョーザを英語で言うと？
ところで、ギョーザは中華料理だと思っ

らきているのでしょうか。
他にも、ラーメン、カレーなど、海外
から伝わってきたものにアレンジを加え、

ている人が多いと思いますが、中国では

日本独自の食べ物になっているものは、い

蒸したりゆでたりするのが主流で、真っ

ろいろとあります。ラーメンは Chinese-

先に焼いたものをイメージするのは、日

style wheat noodle（中国風小麦の麺）
、

本人ならでは。具も中国のものとはだい

カレーは Japanese curry としてインター

ぶ異なり、
「ギョーザ」と言えば日本独特

ネットの百科事典サイト Wikipedia で紹

の料理だと思ってもいいかもしれません。

介されていたりします。ほかにも身の回

ギョーザを英語で表現する場合、一般

りの日本の食べ物を英語で何と表現する

栃木県の宇都宮といえば、
「ギョーザの

れ、必然的にギョーザの消費量も減るこ

には、小麦粉を練った団子状のものを指

ことができるか、インターネットで調べ

街」として知られています。70 軒以上の

ととなったのです。幸い、その後消費量

す dumpling という言葉を使うのですが、

てみると、外国人と話すときに役立つか

ギョーザ専門店があり、ギョーザを扱う

が持ち直し、来年はまた１位の座に返り

焼きギョーザの場合、pot sticker という

もしれませんね。

店だけの組合もあるほどです。その宇都

咲くことができるかもしれません。

宮が、今年は 16 年ぶりに、
「ギョーザ消

そもそも宇都宮でギョーザが広まった

費量１位」の座を譲ることとなりました。

のは、第二次世界大戦後に中国から帰還

１家庭の年間消費高は、１位となった浜

した兵士たちがその作り方を故郷に伝え

松の 4,313 円に対し、
２位宇都宮が 3,737

たからだとされています。そして、夏は

円。前年の 6,133 円より、実に 40 パー

ジリジリと暑く、冬は凍るように寒い宇

セントも落ち込んでしまいました。

都宮の気候が、ニンニクのきいたギョー

宇都宮でギョウザが人気の理由は？
落ち込みの最大の理由は、昨年３月の

＊ 参 考 記 事 http://www.japantimes.
co.jp/text/nn20120202a4.html

●今月の記者●
中田 浩子さん
HIROKO NAKATA

ザを食べるのに適していたのではないか
と言われています。宇都宮が小麦の産地
であることも大きな理由の一つでしょう。

東日本大震災です。節電対策によりスー

そして 1990 年代に、ギョーザの消費量

パーマーケットなどの営業時間が短縮さ

が全国的に高いことを利用して、宇都宮

「ギョウザ」は Chinese dumpling または pot stickers

YOSHIAKI MIURA PHOTO

2001 年入社。財務省、日本銀
行、首相官邸などの担当を経て、
現在は産業記事を担当。自動車、
ロボット、再生エネルギーといっ
たテーマを扱っている。
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English for Careers
就活英語を学ぼう

第９回

英文 E メールの書き方③
by 株式会社アイベック スコット・シーリー、植草 良將
Special Thanks: 株式会社コア 秋元 利浩
今回も引き続きビジネスで即実践できる英文 E メールの書き方をご紹介しま
す。今回は、よく使われる通知の表現を取り上げたいと思います。

メッセージを伝える（一般）
まず、挨拶をした後、
２、
３行で、
どんなメッ
セージなのかを述べます。一般的な伝え方、
悪いお知らせの場合、良いお知らせの場合
の３種類がありますが、一般的な伝え方は、
下記のような書き方があります。
We would like to inform/notify you
of/about ...

…をお伝えしたく存じます。

We would like to inform/notify you
that ...

…ということをお伝えしたく存じます。

後に名詞が来る場合は of や about、後
に S ＋ V が来る場合は that です。you に
は前 置 詞がつきません。We would like
to ... の代わりに、I am writing to ...（…
するためにメールを書 いています ） や、
Please let me ...（…させてください）と書
くことも可能です。
メッセージを伝える（悪いお知らせ）
悪いお知らせの表現は、下記のような書
き方があります。
Unfortunately we must inform you
that ...

残念ながら…ということをお伝えいたします。
Regrettably, I’m afraid I need to tell
you that ...

遺憾ながら…ということをお伝えいたしま
す。
Regrettably, I have no choice but to
tell you that ...

遺憾ながら…ということをお伝えしなければ
なりません。

unfortunately や regrettably で、 遺
憾に思っていることを伝え、must や need

It is most important that you ...
あなたが…することが重要です。
It appears to us that you must ...
あなたは…しなければならないと思われま
す。
(We believe) you are required to ...
あなたは…する必要がある（と思います）
。
(We think) you are obligated to ...
あなたは…する義務がある（と思います）
。

to で、「伝えざるを得ない」というニュアン

下記の表現は、フォーマル度が少し落ち
ますが、やや弱い表現になります。
Please consider ... ing
…することをお考えください。
We hope that you will ...
あなたが…すると願っております。
We are asking you to ...
…するようお願いいたします。

以下は E メールの具体例です。

スを出します。
メッセージを伝える（良いお知らせ）
良いお知らせの表現は、下記のような書
き方があります。
I am pleased to report that ...
…を喜んでお伝えいたします。
I think you will be pleased to hear
that ...
…ということをお聞きになったらお喜びにな
ると思います。

詳細を伝える
次の段落では、時間や日付、金額などの
内容を入れた詳細を述べます。下記のよう
な書き方があります。
The details are below.
詳細は以下の通りとなります。

《英文 E メールの具体例》

Dear Kumiko,

I think you will be pleased to hear that we received your signed agreement
for the distribution rights to your series of designer brands of Italian apparel
products.
Please allow me to expand on details to provide you with a thorough
understanding. I noted that you have crossed out rights for distribution in Great
Britain. This is not acceptable to us. We have a signiﬁcant customer based in
England and Scotland, and we are not interested in only U.S. distribution rights.

If it isnʼt too much bother, could you maybe send another contract including
distribution rights in Great Britain? Upon receipt, I will promptly sign and return
it.
Sincerely,
Hidetomi Kurashima
Sales Director
Changing Evolution Co., Ltd.
● 重要なポイントを押さえておきましょう ●

The specifics are as follows.
詳細は次の通りとなります。

Please allow me to ...
「…させてください」という丁寧な表現です。
場合によっては、I would like to…と書いて
もよいでしょう。

we are not interested in only U.S.
distribution rights.
「弊社は米国の販売権にのみ関心があるわけ
ではない」
。not only の使い方に注意。

To explain in further detail, ...
詳細につきまして申し上げますと…

to provide you with ...
「あなたに…を提供するために」

In terms of specifics, please let me
explain.
詳細につきまして、ご説明申し上げます。

you have crossed out rights for
distribution in Great Britain
「英国における弊社の販売権を貴方が削除
した」

Upon receipt
「 受け取り次 第 」
。On receiving it や As
soon as I receive it のように言い換えるこ
とが可能です。

The details of the situation are that ...
状況を詳しく申し上げますと…。

必要な行為を伝える
最後に、相手に取ってもらいたい行為を
述べることがよくあります。丁寧な依頼の
表現については、前号を参照してください。
強い依頼の表現は、右記のような書き方が
あります。使う場合は、状況や相手との関
係を踏まえ、慎重に使ってください。

いかがでしたか？ 次回も英文Ｅメールの書き方についてご紹介します。
P R O F

I

L

E

スコット・シーリー（Scott Seeley）
コーネル大学（ニューヨーク）で修士
号（心理学）と学士号（生物学）を
取得。英語学校マネージャーを経て、
株式会社アイベック講師ビジネスライ
ティングトレーニングマネージャー
兼採用担当マネージャー。日本語
と英語のバイリンガル。多数の企
業より指名を受け活躍中。

植草 良將（Yoshimasa Uekusa）
東大文学部卒業。東大大学院人文
社会系研究科修士課程修了。専攻
は言語学。英文 E メールライティン
グなどの学習指導・教材開発を手
がける。実用英語技能検定 1 級。
趣味はヴェーダとサンスクリット
語。修士論文のテーマはイン
ド・スリランカのタミル語。
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Shu-katsu Counseling
就活の不安を解消しよう

いうのが目的なのです。

ブンナビ編集長の就活相談 ABC

「過去の行動は未来の行動を予測する」とい
う言葉があります。これは行動特性（コンピ
テンシー）と呼ばれ、例えば、夏休みの宿題

文化放送キャリアパートナーズ 玉造 剛

を最終日ギリギリで終わらせてきたという人
は、入社後も、締め切りやプレゼンの前日に

学期末の試験も終了し、大学生にとっては待ちに待った春休み。しかし就活生

一人の人間です。面接官を面接官としてしか

に休みなどありません。採用選考が本格化する４月まであとわずかということ

見ることができない人は、なかなか面接は上

もあり、スケジュール帳は説明会の予定でびっしりと埋まっていることでしょ
う。そして次に待つのはいよいよ面接です。出たとこ勝負と思われがちな面接
試験も、事前の対策ができますのでしっかりと準備をして臨みましょう。

第９回

達しません。目の前の面接官が未来の先輩、
上司になると考えながら話すことを心がけて
みてください。面接は一方的に自己ＰＲする
場ではなく、面接官と人間的なコミュニケー
ションを取る場なのです。

【今月の質問】

る学生とはどんな学生か？ 素直で前向きで、

面接官は未来の先輩、上司である

協調性があって、努力を惜しまない学生。皆

皆さんと向かい合うことになる面接官とは、

さんでも思いつくような、ごく一般的な人物

採用のプロである人事担当者だけではなく、

像です。しかし、面接になると、多くの学生

その多くは日々現場で業務に当たっている一

はこの事実を忘れ、自己ＰＲをしようと躍起に

般の社員です。人数が必要な新卒採用の時

なります。面接官が重視することの一つに、
「一

期は、通常業務に加えて、面接官として駆り

緒に気持ち良く働けるかどうか」
「隣の席に配

出されているのです。

属されても違和感がないか」という観点があ

例えば、営業チームを率いている主任が面

りますが、相手のことを考えず、自分の想い

接官だったとしましょう。そんな主任が
「おっ！

ばかりを押し付けるような人と、あなたは一

この学生いいな。部下に欲しいな」と思わせ

緒に働きたいと思うでしょうか？ 面接官も

うポイントのほか、もう一つ面接官が重視し
ていることは、仕事への適正です。仕事に必
要な能力が備わっているかどうかを、学生と
の質疑の中で見極めようとします。通常、面
接には評価シート（採点表）が用いられ、仕
事で求められる能力要件が評価項目として挙
げられています。
必ず聞かれるのが
「学生時代、
力を入れて取り組んだことは何ですか？」とい
う質問ですが、これはあなたの自慢話を聞き
たいわけではなく、学生時代の経験・行動か
ら、求める能力要件とのマッチングを図ろうと

■ PRした学生時代の経験
自ら目標を設定し、それを達成するまで諦めずに粘り強く取り組む
コミュニケーションを効果的にとり意思疎通を図る
問題をよく観察し、分析しながら本質を明らかにし、適切な判断を示す
自分を取巻く他者の身になって考え、行動する
目標や方向を考え、起こり得る問題や課題にどう対処するかなどの計画を立てる
失敗を恐れずに積極果敢に物事に取り組む
他者を導いたり、支援したりしながら共通の目標に向けて他者をまとめていく
19.6％
18.5％
20.4％
17.3％
16.3％
20.4％
14.1％
12.3％
15.3％
13.8％
16.3％
14.6％
13.6％
14.3％
14.9％

新しいアイデアや今までにないような斬新な企画を打ちたてる
期限を守ることへのこだわりを持ち、スケジュール管理を効果的に行う
やりがいと働きがいを持てる組織づくりに向け、その仕組みや環境を創る
専門的な知識やスキルに基づいて相手の問題の解決を支援する
新しい状況を理解し、自分の能力を効果的に発揮する
限られた時間や情報の中で、重要な決定ができるよう働きかける
手順・手続き・他の仕事との関係を理解し、管理する
人そのものを育てると同時に、育成環境も整備して、育成の支援をする
有益な情報を効果的に収集する
自社や外部の資源（人、モノ、カネ、情報、時間、外部資源）を有効に使う

0％

26.5％
24.8％
23.6％

33.1％
33.5％
32.5％

43.3％
37.7％
41.8％
39.4％
39.1％
40.1％
36.7％
35.3％
37.3％

48.0％
46.9％
48.4％

望企業で活躍するためには、どういった能力

験に基づいて、面接官に証明することこそが
正しい答えとなります。
では、正しく回答するにはどうすればよい
か。これまでの繰り返しになりますが、志望
企業の入社案内をもう一度入念に読み返して
ください。そこに登場する社員の活躍を支え
ているものは何でしょう？ 考え方や実際の
行動、目標に向かっていく姿勢、周囲とのか
かわり方など、ここだと思う所に線を引きなが
ら。線を引いた部分こそが、面接で何を見ら
れているか、どこを評価されているかという質
問に対する答えになります。
いかがでしたか。面接は慣れるしかないと
いうのはある意味事実ですが、何の対策もで

64.1％

きないわけではありません。面接の仕組みを
知ること。そして企業研究の深さが、皆さん
に自信を与えてくれるはずです。むやみに怖
がっていても何も解決しません。できることは
※ STAR 手法：被面接者の過去の具体的行動に関す
る具体的事例を抽出することで、行動特性（コンピテ
ンシー）を抽出し、将来の行動を予測する面接手法。
どのような状況で（Situation）
、何を担当し（Task）
、
具体的にどのような行動を行い（Action）
、どんな結果
を導き出したか（Result）を聞き出すことから、その頭
文字をとって STAR 手法と呼ばれる。

P R O F I L E
■ 2012 年度
■ 2011 年度
■ 2010 年度

20％

過去のエピソードからこの行動特性を抽出し、
入社後の仕事ぶりを予測しているのです。志

どんどん実践していきましょう。

10.6％
12.5％
13.6％
10.4％
10.7％
9.4％
9.2％
8.7％
10.5％
8.6％
11.6％
11.7％
7.7％
8.9％
8.4％

10％

57.8％
59.9％
57.0％
54.7％
54.7％

は STAR 手法（※）などを用いて、皆さんの

その能力が自分にあるということを過去の経

一緒に働きたいと思える学生であるかとい

自分の周囲やメンバー、関係者と協力・連携をする

とがないことを意味しています。採用面接で

が求められるのかを正確に具体的に把握し、

企業が知りたいのは過去の行動特性

面接が不安です。何を見られているのでしょうか？

一気に仕上げようとするはずです。つまり人
の行動スタイルというものはほとんど変わるこ

30％

40％

50％

60％

70％

玉造 剛
ブンナビ編集長。 採用コンサ
ルタントとして、採用計画立
案から面接官のトレーニング
まで、数多くの企業の新卒採
用にもかかわる。
ブンナビ
http://bunnabi.jp/
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University’s Challenge
国際交流に取り組む大学

２学部制への改編で目指す
「国際教養人」
「国際職業人」
東京外国語大学
「外国語学部」
１学部から
「言語文化学部」
「国際社会学部」
の２学部制へ。
この４月、大学始まって以来の大きな変化を迎えた東京外国語大学を
訪問。亀山郁夫学長に、改編の狙いと今後の目標について伺った。

多彩な分野の研究が可能に

とする地域別に募集。自分の選んだ地域
を中心として、世界のさまざまなエリアの

英語、中国語、スペイン語などはもち

政治・経済・歴史・地理などを学ぶことに

ろん、ウルドゥー語、モンゴル語など、世

なる。将来は海外と取引のある企業への

界各地の多彩な言語を学べることで知ら

就職や、国際機関・NPO・NGO などでの

れてきた東京外国語大学。江戸時代の「蕃

活躍が期待される。

書調所」
（洋学研究機関）に端を発し、第

「外国語大学には、即戦力を育てるという

二次世界大戦後に新制大学として発足し

使命があります。今回の２学部を設置す

た同大学が、その長い歴史の中で初めて、

ることによって、言語のエキスパートとい

言語学科別ではなく、
「言語文化学部」
「国

うだけでなく、世界の諸事情に通じたコ

際社会学部」という２学部制で学生を募

ミュニケーション能力の高い人材を育成

集することとなった。

するという目的を、さらにはっきりさせる

「本学は『外国語を学ぶ大学』と捉えられ

ことができたと考えています。実際、本学

ることが多かったのですが、実際には、地

の卒業生はこれまでも、就職にはほとんど

域研究、国際関係研究なども盛んに行わ

苦労していません。例えば、本学で専攻
できるインドネシア語やラオス語といった
アジアの言語について、日本ではまだ大学
で専門に学んだ人材は少ないはずですが、
すでに多くの企業で、これらの言語が業
務上必要となってきているのです」
英語には特別授業を設置
１年次から２年次にかけて、
「世界教養
プログラム」という２学部共通のカリキュ
ラムを設けたことも、改編の大きな特色で
ある。今年から新たに追加されたベンガ

著名なロシア文学者でもある、東京外国語大学の亀山
郁夫学長。現在、
『罪と罰』
『カラマーゾフの兄弟』
『悪霊』
などドストエフスキーの新訳が光文社文庫から刊行中

ル語を含む世界 14 の国・地域の 27 言語
を基礎として、地域の文化・社会、言語
などを学ぶものだ。
「世界教養科目」
として、

れてきました。現代の社会の中で、より多

「地球社会と共生」
「キャリア・デザイン」
「人

彩な情報を幅広く発信する力が求められ

間と環境」など、今日的なテーマについて

るようになるにつれ、もはや『言語』の枠

学ぶ内容も含まれている。入学時に選ん

組みの中では教育内容が収まりきらない

だ言語や地域にとらわれず、ドイツ語、フ

と考え、
２学部の設置を決めたのです」と、

ランス語、イタリア語、スペイン語、ポル

亀山郁夫学長。

トガル語、ロシア語、中国語、朝鮮語、ア

２学部のうち「言語文化学部」は、言
語や地域の文化、コミュニケーションにつ
いて幅広く学ぶことを目的とした、
「国際

ラビア語など、世界において話者の多い
言語を選んで履修することもできる。
一方、英語に関しては、
「グローバル人

教養人」を育てるための学部。入学時に

材育成言語教育プログラム」という特別

「フランス語」
「ドイツ語」など一つの言語

な授業が設けられている。学生８人につ

を選択するが、それと同時に英語やその

きネイティブ講師１人という少人数制で会

他の言語に関連したさまざまな授業を選

話を練習したり、実社会で必要とされる

択することができ、
「言語教育」
「東アジア

Career English を習得したり、または英

研究」
「コミュニケーション論」など、多

語で行われる教養科目の講義を受けるこ

彩な視点から専攻を決めることが可能だ。

ともできる。
「現在のグローバル社会では、

将来は、ジャーナリスト、通訳者、教師、

やはり英語がスタンダードなコミュニケー

海外の NPO・NGO の職員など、言葉と

ションツールです。さまざまな外国語を学

コミュニケーションの力を必要とする、さ

ぶにしても、それだけの専門家になるとい

まざまな職種への可能性が開けている。

うのではなく、右手で英語を使いこなし、

一方、
「国際社会学部」は、ビジネスの

左手で第二外国語も操れる力を持ち、幅

世界で活躍する「国際職業人」の育成を

広い場面で活躍することができる人材に

目標としている。入学時は「北西ヨーロッ

育ってほしいと考えています」

パ」
「北アメリカ」
「東アジア」など、専攻

３年次からは、各学部３つの専門コース

緑豊かな府中キャンパスには、留学生のための寮施設「国際交流会館」も併設されている

に分かれる。
「言語文化学部」には、言語

要な英語力を身に付けるための、
「留学前

について専門的に学ぶ
「言語・情報コース」
、

準備プログラム」
も用意されている。現在、

教育学やコミュニケーション論を専門と

36 カ国１地域 80 大学と学生交流協定を

する「グローバルコミュニケーションコー

結んでいるが、今後、アメリカ、イギリス、

ス」
、さらに世界のさまざまな地域の文化・

オーストラリアなど、英語圏の大学との交

文学などを学ぶ「総合文化コース」がある。

流をさらに推進していく予定だそうだ。

中でも「グローバルコミュニケーション

「今の学生は
『内向き志向』
と言われますが、

コース」では、通訳者として非常に高度な

現実には、日本の中だけを向いていたので

レベルの勉強を行うことが可能になってい

は生きていけない状況にあります。若いう

る。

ちに海外に出れば、そのことがよりはっき

「国際社会学部」は、諸地域の政治・経済

りと分かるのではないでしょうか。中国の

社会・歴史などについて学び、地域研究

ような、今現在伸びている社会では、若

の専門家を育てる「地域社会研究コース」
、

者の目の輝きが違う。語学の習得や専門

グローバル・スタディーズ、ジェンダー・

の研究を高めるということだけでなく、海

エスニック・スタディーズ、社会文化理

外に出て得られるものは多いはずです。留

論などを含む「現代世界論コース」
、国際

学して、海外の若者たちの強い精神エネ

政治・国際法・国際経済・国際協力など

ルギーに触れてほしいと考えています」

について学ぶ「国際関係コース」に分か
れている。例えば「国際関係コース」で
は、英語やフランス語、スワヒリ語でアフ
リカの地域紛争について学んだり、ポルト
ガル語と英語、スペイン語で中南米の開
発経済について学ぶといったことができる
のだ。
留学で海外の強いエネルギーに触れる
これまでも約４割の学生が在学中に留
学を実現させてきたというが、学生全員が
在学中に留学することを想定した新しい
制度の下では、留学がさらに容易になる。
留学に必要な英語力を身に付けるための、
「留学前準備プログラム」も用意されてい
る。提携留学先で取得した単位は卒業単
位として認められ、卒業が延びる心配は
ない。２年次の１学期終了時から留学しや
すいプログラム編成となっており、約１年
間留学した場合でも、帰国してから十分
就職活動に間に合うのである。留学に必

キャンパスの教育と研究の中心となる研究講義棟。デ
ザイン性に富む空間は学生に評判

東京外国語大学
東京都府中市にキャンパスを持ち、アジア・アフリカ言語文化研究所、世界言
語社会教育センターなどを併設。日本における外国語研究の拠点となっている。
学部学生数は約 3,800 人。海外からの留学生は学部・大学院あわせて約 530 人、
出身は約 60 の国・地域に及ぶ多様な留学生が学んでいることも大きな特徴。
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テストのコツ

ンシルに聞く

何が大切なのでしょうか。それは、テープが

ブリティッシュ・カウ

3
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IELTS テストのコツ
by

Philip Patrick（フィリップ・パトリック）

IELTS のテストについて４回にわたって紹介している本連載。今回は、リス
ニングテストのコツと、リスニング能力向上に役立つ方法をご紹介します。
サンプル問題
SECTION 2
Questions 11 – 15
Label the plan below.
Choose FIVE answers from the box and write the correct letters A-I next to questions 11-15.

Town Library
Seminar room

14………………

Non-fiction

Fiction

A Art collection
13………………
Library area

15………

B Children’s books
C Computers
D Local history
collection
E Meeting room

11………

12………………

Library
office

F Multimedia
G Periodicals
H Reference books

➔

I Tourist information
Librarian's desk

Entrance

Tapescript
(Note: There is no Listening recording for this tapescript.)
You will hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library.
OK everyone. So here we are at the entrance to the town library. My name is Ann, and I'm the chief librarian here,
and you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So I'd like to tell you a bit about the way the
library is organised, and what you'll find where … and you should all have a plan in front of you. Well, as you see
my desk is just on your right as you go in, and opposite this the first room on your left has an excellent collection
of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk
on the right is a room where we have up to date periodicals such as newspapers and magazines and this room also
has a photocopier in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on you'll come into a large room
and this is the main library area. There is fiction in the shelves on the left, and non-fiction materials on your right,
and on the shelves on the far wall there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping
to add a section on local tourist attractions too, later in the year. Through the far door in the library just past the
fiction shelves is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks, and next door to that is the children's
library, which has a good collection of stories and picture books for the under elevens. Then there's a large room to
the right of the library area – that's the multimedia collection, where you can borrow videos and DVDs and so on,
and we also have CD-Roms you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection
but that's been moved to another building. And that's about it – oh, there's also the Library Office, on the left of the
librarian's desk. OK, now does anyone have any questions?
Answers: 11 H

12 G

13 D

14 B

リスニングテストは難しくない

15 F

テストはうまく作られているので、流れてくる
すべての言葉を確認する必要もありません。

リスニングテストは難しいとよくいわれます

設問にかかわる部分だけ効率よく拾えばい

が、実際のところは IELTS のテストの中でも

いのです。テストとは言うまでもなく、可能

一番難しいテストとはいえないでしょう。

な限り多く正答することが目的であり、すべ

テスト時間は、30 分と解答用紙への記入
時間が 10 分だけ。比較的短時間です。また、

ての詳細まで把握する必要はありません。
では、効率よくテストをこなしていくには

English というページがあり、ここには過去

始まる前に設問を注意深く確認することです

10 年分もの音声付きのニュース素材があり

（この時間はテスト前に与えられています）
。

ます *2。それぞれ１分にも満たない長さで

確認することで、本当に必要な情報にだけ集

すので、リスニングの練習としてチェックして

中する準備ができますので、各設問の中の

みましょう。

キーワードに注目して答えを見付けていきま

おすすめのリスニング方法としては、まず

しょう。キーワードの同意語を考えておくの

ヘッドラインに目を通し、内容を推測しなが

も効果的です。

ら（出てくるかもしれない単語を予測するの

例えば、How often ...? という設問に対し

に役立ちます）音声を聴きます。恐らく、最

ては、sometimes や never などの頻 度に

初のうちは理解するために数秒ごとに静止ボ

関する副詞か、once a week、whenever

タンを押さなくてはいけないかもしれません。

I can といった副詞句が答えだと分かりま

しかし、脳が速めの英語にも慣れてくるので、

す。また、How does (someone) feel? と

練習するにつれ１回で聴き取ることのできる

いう設問であれば、happy、sad、better

間隔が少しずつ延びてくるでしょう。

than ever といった形容詞や形容詞句が出

また、ニュースを選ぶときは、無理をせず、

てくると予想できます。こういった基本的なテ

自分のやる気が続くように自分の興味がある

ストスキルで、スコアは大きく違ってきます。

ものを選びましょう。そして、そのニュースを

とはいえ、テストスキルはそれだけのもので

完全に理解できるようになるまで何度も聴き

す。IELTS で高スコアを目標にする人、留学

ましょう。これらの音声はテキストでも確認

先での講義に対処していく必要のある人は、

できるので、自分の聴き取りの正確さを知る

なまりやアクセントがある学問的なスピーチ

とともに、ボキャブラリーも増やしていけます。

にも慣れていかなくてはなりません。確かに

もう一つ、英語のリスニング向上に役立

映画や海外ドラマで慣れておくことはリスニン

つ方法をお教えしましょう。それは、単語

グ能力の向上に役立ちますが、より学問的な

をグループ分けしていくことです。ネイティブ

内容のリスニング素材に挑戦してみることは

スピーカーは、複数の単語をひとまとまりと

もっと価値のあることになるでしょう。IELTS

して発声しています。例えば、What’s the

の公式サイトにも良い素材があります。*1

matter? は３つの単語から構成されています

すべての言葉を理解する必要はない
ネイティブスピーカーレベルの会話を聴き

が、発声するときはひとまとまりに聞こえます。
始めは分かりにくいかもしれませんが、テキ
スト上で確認しながら発声練習をしていけば、

取ることは、脳がいつも以上に多くの情報を

どのようなグループ分けがひとまとまりの発声

処理しなくてはいけないことになるので、難

となるか分かってきますし、英語のリズムも

しいことなのです。しかし、すべての言葉を

感覚として深く身に付いてくることでしょう。

キャッチし、すべてのニュアンスを理解する

今回紹介した方法でリスニング能力の向

ことは難しいことですが、その必要もないと

上を図ることは、時間もかかりますし、一筋

いうことを理解しましょう。実生活でそのよ

縄ではいかないでしょう。しかし、こうした練

うなケースはほとんどありませんし、上述の

習をすることで、以前よりニュース報道を容

通り IELTS のリスニングでもまったく必要あ

易に聴き取れるようになったり、会話につい

りません。ノンネイティブスピーカーは、す

ていけるようになったり、何よりも IELTS の

べての言葉を聴き取れないと失敗したと感じ

リスニングテストで全問正解を出せるかもし

てしまうことがありますが、ネイティブスピー

れないと思えば、こんなに素晴らしいことは

カーでさえ、普段は主に会話のキーワード

ないはずです。皆さんの健闘を祈ります！

のみ聴き取り、それ以外は自分自身の感覚
で補っているのです。
ただ、少しずつでも努力することで、確
実にリスニングへの自信は付いていきます。
BBC のニュースサイトには BBC Learning

*1: https://www.teachers.cambridgeesol.
org/ts/teachingresources/resourcedetails?
resId=3682
*2: http://www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/language/wordsinthenews/
index.shtml
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News in English
英文記事を読んでみよう

This month’s selection from The Japan Times

Disney enters tieup with
DoCoMo smartphones
Kazuaki Nagata
STAFF WRITER

NTT DoCoMo Inc. and The Walt
Disney Co. (Japan) on Feb. 1 unveiled smartphones featuring Disney characters with services that
target women and families with
small children.
While providing the latest smartphones, “we think cute and fun products are also key to expanding
smartphone users,” Kiyohito Nagata, a DoCoMo executive in charge of
marketing, said at a news conference to introduce the Disney Mobile
on DoCoMo’s smartphones.
DoCoMo’s Disney smartphones
will have many exclusive Disneyrelated features.
Users will be able to access the

Disney app market and download
special programs and games for the
smartphones, including Disney cinema, which features Disney movies
for free.
Users will also have more than 25
original wallpaper selections to
choose from, including a scene from
the famed electric light parade held
at Disney’s theme parks.
Though specifics have not yet
been mentioned, Disney plans to
offer users access to certain benefits usable at the company’s theme
parks.
While Disney has already been
providing its branded phones for
use by Softbank Corp.’s network,
some applications are exclusive to
DoCoMo, the nation’s largest carrier said.

民間出身・全国最年少校長が語る !

特別授業“英語超人”を実施
高校でのグローバル人材の育て方
大阪府岸和田市にある大阪府立和泉高校。ここでは、
「民間出身で、全国で最
年少の校長」として赴任した中原徹校長が、グローバル化を視野に入れたユ
ニークな教育を進めている。具体的な授業の内容や、これまで上げてきた成
果について伺った。
大阪府立和泉高校は、1901 年創立とい

Smart move: Actress Maki Horikita displays an NTT DoCoMo Disney smartphone at a
news conference Feb. 1.
KAZUAKI NAGATA

DoCoMo’s Disney smartphones
will be produced by Fujitsu Toshiba
Mobile Communications and Panaいいでしょう。しかし、日本人はインプッ
トに熱心なあまりアウトプットをおろそ
かにしてきたため、説得力のある話し方
を苦手としているのです」
語学力に関しては、勉強や仕事で使う
ようなアカデミックな英語と同時に、パー
ティーなどカジュアルな場で役に立つ会
話力の習得も目指しているそうだ。
「カジュアルな場で『今、私は大変な苦境
に立たされております』なんていう話し
方をする人はいませんよね。
『いやー、今、
とても困っているんですよねー』と言う

メリカの大学に入学できるレベルのスコ

sonic Corp. Both are powered by
Google’s Android smartphone operating system.

のが普通です。単に英語を話せればいい

大阪府立和泉高校の中原徹校長

というのではなく、そういったコミュニ

い。でも、日本人は語学力の弱さと気持

う長い伝統を持つ、全日制の中堅校。特に

アを獲得した生徒も出たそうだ。
「スター

ケーションがスムーズに取れるような力

ちのやさしさのせいで、相手を言い負か

英語教育に力を入れてきたというわけでは

ト前は、一部の教員から反対する声もあ

を育てたいと考えています」

すことができないのです。同じアジア人

ない、ごく一般的な普通高校だった。それ

りました。しかし、生徒が結果を出して

海外の大学や国内の有名校を目指す、と

でも、韓国人や中国人、台湾人は英語が

が、2010 年の中原徹校長の赴任によって、

いることから、英語試験の対策をすると

はっきりうたっている「グローバルコース」

できて、自分の意見をどんどん主張して

大きく変わったのである。

いうことが有意義なものであることが理

のあり方を懸念する声もあるが、
「日本に

います。海外に出てみると分かりますよ。

解されてきています」

も、エリート教育はあっていいと思うので

世界の中での日本人の存在感が著しく低

す。エリートとは、特別扱いされて楽をす

下しているのです」

「グローバル化が進む社会にあって、私た
ちはさまざまな国の人と情報を交換し、共
に仕事や生活をする必要が出てきていま
す。私は『いかなる国際情勢の中でも生き

特進コースでエリート教育を導入
今年４月からは、
「グローバルコース」

抜く人材育成』という学校の基本方針を設

という特進コース２クラスをスタート。１

るわけではない。人より高い能力を持って

アメリカにいたころから日本人向けの

いるがゆえに、人一倍苦労して勉強し、そ

補習校「あさひ学園」の理事を務めるな

の力を社会に還元していくべき存在です。

ど教育に関心を持っていたが、大阪府が

定し、
『進路指導の強化』
『自分の意見を堂々

年次から「英語超人」の授業が始まり、

大学生になってからでは遅い。柔軟な心を

民間から高校の校長を公募したのをきっ

と言える能力の育成』
『得意技を身につけ

総合的な学習の時間を使った、
「論理的な

持つ高校生のうちから、将来リーダーとな

かけに、転職を決意。約 10 年間働いたア

る意識を持たせる』教育を行っています」

思考力（ロジカル・シンキング）
」や「批

るべき教育を行っていきたいのです」

メリカを離れ、和泉高校の校長として日

授業の目標はスコアアップ
その「得意技を身につける」を実践す
るための特徴的な例が、
「英語超人」と名

判的な思考力（クリティカル・シンキン
グ）
」の授業も取り入れる。２年次からは
ディベート力を鍛える授業を行う予定も
あるそうだ。

国際弁護士から民間人校長へ転身

「高校には、校長だからこそできる改革が

中原校長自身は、日本の大学を出たの

いろいろあります。和泉高校を出発点と

ち、東京の法律事務所を経て、アメリカ

して、日本がアジアで傑出した国である

のミシガン大学ロースクールに留学、ロ

ために、何か私にできることをしていき
たいと考えています」

付けられた英語の授業。これは、海外の

「私は、グローバルな社会で活躍できる人

大学で、留学生の英語力を測るために利

材になるためには、
『語学力』
『論理性』
『世

サンゼルスの法律事務所に勤務した経歴

用されている試験の対策を授業内容とす

界で通用する知識・教養』
『自国のプライ

を持つ。

るもの。平成 23 年度から２年生を対象に

ド』
の４つが必要だと考えています。特に、

始めた選択制の科目で、希望者を対象に

日本人はこれまで学校で『論理性』を鍛

ションなどでは活発に発言するのですが、

選抜テストを実施、初年度の受講者は 18

えることがありませんでした。論理とい

日本で難解な司法試験を通ってきた人間

人。授業を開始して約半年後に初めて団

うのは一種の世界の共通語で、論理が伝

からすると、そんなことはもうみんな分

体用のテストを受験してみたところ、ア

わらない相手というのはいないと考えて

かっている、という内容であることも多
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本に戻ってきたのである。

「アメリカ人は口が立つので、ディスカッ
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京の法律事務所での勤務を経てアメリカに留学。ミシ
ガン大学ロースクールで学ぶ。ロサンゼルスの法律事
務所で約 10 年間勤務した後帰国、大阪府立和泉高
校の校長に就任。

FAX：03-3453-7085   http://jtimes.jp/utimes

