
　今の日本で、ユニクロの服に一度も触れた
ことのない人を見つけるのはとても難しいの
ではないか—そんな印象を抱くほどに、ユ
ニクロの服は文字通り老若男女を問わず四季
を通して日常的に身に着けられている。そん
なアパレルブランドが、世界中を見渡しても
かつて存在したことがなかったことを考え合
わせると、あらためてユニクロというブラン
ドの特異性が際立ってくる。
　66 年前、山口でオープンした一軒のメン
ズショップをルーツにユニクロは誕生し、目
覚ましい発展を遂げてきた。2015 年８月
時点で、国内店舗数 841 店、海外店舗数
798 店。現在、このユニクロを中核にジー
ユー、セオリー、コントワー・デ・コトニエ、
プリンセス タム・タム、J Brand など複数
のブランドを展開している会社が、株式会社
ファーストリテイリングである。
　「現在ユニクロは、日本以外の 16 の国と
地域に店舗を出しているのですが、店舗数は
今期中には日本よりも海外の方が上回る見通
しです。従業員数だと、すでに海外の方が上
回っています」と、人事部採用部長の中西一
統さん。
　「世界には 190 以上の国があり、そこに
はおよそ 80 億人が住んでいる。つまり海外
には大きなビジネスチャンスが存在する。今
後はますます海外比率が上がっていくことで
しょう」
　アパレル製造小売業では、現在世界第４位

（売上）。この地位に満足することなく、あく
まで１位の座を目標に、現在も精力的な事業
展開を続けている。2001 年に英国ロンド
ンに初進出して以来、まさに破竹の勢いだ。

　ファーストリテイリングが、なぜこれほど
の成長を遂げたのかという理由のひとつに、
明確な企業理念が存在する。いわく、「服を
変え、常識を変え、世界を変えていく」。
　つまり、「人の暮らしの基礎である衣食住。
そのひとつ“衣”を通して、世界中に住む人々
の暮らしの向上に関わっていこうとする」（中
西さん）という高い志だ。
　ユニクロをはじめとするファーストリテイ
リングのブランドの大きな特徴は、素材の開
発から調達、製造、流通、販売という流れを
一貫して自社で行っていることだ。これは世
界のアパレル業界では珍しい業態で、大半は
専門商社として製品を買い付けてきて店頭で
販売している。ユニクロとて広島で１号店を
開いた時にはそういった形を取っていたが、
それではどうしても商品のクオリティやデザ
インをコントロールしきれず、つまり「良い
服を届ける」ことにならない。そこで、自
社生産へと舵を切った。こうしたモノづくり
へのこだわりがあったからこそ、フリースや
ヒートテック、エアリズムといった「高機能
性素材を用いた日常着」という、今までに存
在しなかったジャンルを生み出して大きな
ブームを巻き起こすことができた。ユニクロ
がたどった道筋は、まさに “ 理念 ” が導いた

ものであることがうかがえる。
　さらに、“ 世界を変えていく ” というフ
レーズを象徴するものが、ファーストリテ
イリングの CSR（企業の社会的責任）活動
だ。中でも、一般消費者にもなじみ深いの
は、2006 年から始まった「全商品リサイ
クル活動」だろう。当初は、服を生産・販売
する企業の責任として不要になった商品を回
収し、工業用繊維やエネルギーとしてリサイ
クルする目的だったが、いざ集めてみるとほ
とんどがまだ着用可能な状態だった。そこで、
難民をはじめとして世界中の服を必要として
いる人たちへと届ける活動を開始。現在まで
に、11 の国や地域のユニクロ・ジーユー店
舗で累計約 3,250 万点を回収。今年はさら
に力を入れ、1,000 万点を届けようとして

いる。
　また、2010 年にはソーシャルビジネスの
提唱者であるグラミン銀行グループとともに、
合弁会社「グラミンユニクロ」を設立。もと
もと重要な生産拠点であったバングラデシュ
において、ユニクロが培ってきたノウハウを
生かし、企画、素材調達、生産、販売などの
全てをバングラデシュ国内で行い、収益もま
た再投資されるというモデルを確立した。
　「バングラデシュは貧しい国、ビジネスの
仕組みがきちんと出来上がっていない国で
す。われわれはそこで、いわば商売のやり方
を教えています。単純な援助ではなく、自分
たちが行っている事業になんらかの形でつな
がっていく活動をしたい。そうでないと長く
続かないと思うのです」と中西さんは話す。
　いつか難民はその立場を脱し、消費者と
なってユニクロの服を買ってくれるかもしれ
ない。バングラデシュが購買力のある国に
なったときには、店頭で真っ先にユニクロ製
品を手に取ってもらえるように—。
　ユニクロはほとんどの店舗で障がい者ス
タッフを雇用しているほか、障がい者に購買
体験を提供したり、スペシャルオリンピック
スなど障がい者スポーツへのサポート活動も
継続している。
　「障がい者スタッフを雇用するのは、高い
戦力になることが実証されているからです。
購買体験にしても、それがきっかけになって
いつか買い物をしてくださるかもしれない。
どの活動も、本業につながるエリアで長く続
けられるからこそ、社会的に影響のある活動
ができるのではないでしょうか」と中西さん。
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　あくまでもアパレル製造小売業という事業
に根ざしつつ、固定観念にとらわれない発想
で世界中の人々に対して働きかけようとする
のが、ファーストリテイリングのCSR活動だ。

　「私たちの仕事は、ひとりではできません。
ひとつの店舗を運営していくのも、材料を研
究するのも、デザイン、縫製に関わるのも
物流を考えるのも、どういう立場であっても
チームという単位で動く。しかも、そのチー
ムは日本人ばかりとは限らない。ある日突然
外国人スタッフと一緒に働くことになったり、
日本人が外国人として扱われ
る環境になるかもしれない。
そんな可能性の中で、いろい
ろな人と組んで一緒にやって
いきたいと思う人が向いてい
るのではないかと思います」
　中西さんは、ファーストリ
テイリングが求める人材像
について、こう話す。グロー
バルに展開している会社だけ
あって、海外勤務の機会は非
常に多く、しかも 20 歳代で
の赴任も少なくない。とはい

え、採用の時点での語学力はあまり問わない
とのこと。
　「語学ができるからといってコミュニケー
ションが取れるとは限りませんからね。でも、
海外で活躍したいという希望を持ってい
るなら、準備を積み重ねている人の方が
チャンスをつかむ可能性は高いでしょう。
また、日本語が使えないスタッフがチー
ムに入ってきた時には英語を使う……と
いう意味での英語公用化も進めているの
で、語学習得の必要性はおのおのが切実
に感じることになると思います」
　もちろん、海外赴任前のローカル言語
の習得サポートや、自学自習を補助する制

度は充実しているが、それもまずは本人が能
動的に動く際にサポートしていく形だという。
　就活生へのメッセージとして、中西さんは

「学生時代には、異質な人、自分とは違う背景

を持った人と交じり合い、いろいろな環境を
経験してほしい。その中で自分の強みや弱み、
もっと勉強しなければならないことを見つけ
てほしい。グローバルに活躍するのにも、い
ろいろな働き方があります。でも、日本発祥
の企業として世界の人たちに服を提供し、生
活を支え続けるような商売をやっている会社
はそうはありません。世界に目を向け、いろ
いろな経験を積んできた上でわれわれの会社
を選んでもらえたらうれしいですね」と話す。
　もしかするとそれほど遠くない将来、世界
中でユニクロの服に触れたことがない人は少
数派だということが起きるかもしれない。そ
んな未来を夢見ながら世界を舞台に活躍でき
るのが、ファーストリテイリングで働く最大
の楽しみであることは間違いない。

だな」という実感が湧いた瞬間でした。

　大学時代はバックパックを背負ってずいぶ
ん海外を旅していて、新しいところでいろい
ろなものを見たいというタイプだったので、
入社時からずっと海外で働きたいと希望して
いました。実際に上海で働くようになって感
じるのは、“ 違い ” に対して嫌悪感やマイナ
ス思考を持たないことが大切だということ。
違いを受け入れ、面白い発見として楽しめる
感覚が必要なのではないかな、と思います。
例えば、上海ではお昼時になると所かまわず
お弁当を広げて食べる習慣があります。バス
の運転手さんもそうだし、ハイブランドの店
員さんが店内で食べているのを見かけたこと
もあります。「お腹が空いたからしょうがな
い」という感覚で、中国人にとってはごく普
通のことかもしれません。でも、お弁当を広
げているところにお客さまがやってきた場面
とそうでない場面を演じ分けて見てもらう
と、どちらの接客が気持ちがいいかを納得し
てもらえました。なぜこちらの方がいいのか
をとことん説明し、ちゃんと納得してくれれ
ば、それまで持っていた常識や固定観念も変
えてくれるものだということを知りました。

が店長に昇格したことですね。立ち上げから
一緒に支えてくれたスタッフがここまで育っ
てくれ、お客様から支持されているのを見る
と「本当に育て甲斐があった」といううれし
い気持でいっぱいになりました。もうひとつ、
2013 年９月の１号店オープンの日に、街角
を行き交うお客さまが GU の袋を持っている
のを見た時は、なんとも言えないほどの達成
感とやりがいを感じ、「ああ、オープンしたん
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「違い」に対して寛容に
おもしろがる姿勢が大切

　大学では開発途上国における公共政策を専
攻していて、開発途上国でビジネスを立ち上
げていくことに関心がありました。アパレル
にはあまり興味がなくジーユーも知らなかっ
たのですが、会社説明会や面接の際に、まだ
これからの事業であることを正直に言ってく
れ、「自分たちで作っていくぞ、始めていく
ぞ！」という強烈な勢いを感じました。新卒
1 期採用ということも魅力でしたし、この会
社なら信用ができる、自分が軸になって事業
を立ち上げていけるのでは……と考え始めた
ちょうどそのタイミングで、ユニクロがバン
グラデシュのグラミン銀行と提携したという
ことを耳にしました。ものすごく先見性があ
る会社だな、と思って入社を決めました。

　店長としての仕事内容は、スタッフの教育、
売上確保、売り場の管理、接客サービスにつ
いてのジャッジなど。苦労したことといえ
ば、まず、店舗を開店日までに完成させるこ
とでした。日本なら工期管理がしっかりして
いますが、中国ではオープン２日前でまだ工

事をしいる（笑）。「ここはまだ終わっ
ていませんよ」と指摘するなど、現場
監督のようなことまでやっていました。
　もうひとつは、スタッフ教育に関す
ることです。日本と中国とではもとも
との文化風習が違うので、どうしても
“ きれいな状態 ” という基準が異なって
きます。店長としては一番きれいな状
態をつくり維持することを目指しているの
で、そこを納得して動いてもらうまでが苦労
でした。そのためには、さまざまなシチュ
エーションを示して「どっちがきれいだと思
う？　どっちが気持ちのいいサービスだと思
う？」と尋ね、ひとつずつ積み重ねていきま
した。ちなみに中国語はまったくできない状
態で赴任したので、身振り手振りで演技して
見せました。幸いにも、現地採用のスタッフ
は新規立ち上げメンバーになりたいという意
欲的な人が多く、向上心もとても強かった。
また、純粋に勤勉に勉強する人たちだったの
で、どんどん吸収して学習し、次の人たちに
教えてくれるようになりました。

　1号店オープンから働いている現地スタッ
フ１名と、中国ジーユー新卒採用１期生１名

ジーユーに
就職した動機は？Q

本多牧絵さん
ジーユー（上海）商貿有限公司
店舗運営部 店長

上海店店長として
苦労したことは？Q

海外で働く際に
必要な考え方とは？Q

上海で働いて
うれしかったことは？Q

グローバル企業の先輩に聞く  !

本多さんのお仕事 ア イ テ ム

2011 年３月、ジーユーの新卒１期採用で入社。京王八王
子店、石和店などを経て、13 年３月から上海でジーユー
初の海外店立ち上げに携わり、９月開店から店長を担当。

日本のファストファッションの代表格となったジーユー。写
真の上海店を皮切りに、精力的に海外出店を進めている。

異なる価値観との出合いが
チームワークに生かされる

1949 年、山口県宇部市に創業したメンズ
ショップ小郡商事を母体とし、1984 年よ
り「ユニクロ」店舗を全国規模で展開。企
画・素材開発・素材調達・生産・物流・販
売までを一貫して行うアパレル製造小売業
としてフリースやヒートテックなどの商品
を開発。2015 年８月現在のユニクロ店舗
数は、国内 841 店舗、海外 798 店舗。ほ
かに、ジーユー、セオリー、コントワー・デ・
コトニエなど複数のブランドを展開する。

Corporate Information

株式会社ファーストリテイリング

2012 年２月、初めて自分が店長として
町田ジョルナ店を任せてもらった時、上
司からお祝いでいただいた印鑑です。で
も、実はまだ使っていません。スーパー
バイザーになったら……のつもりです。

チームのスタッフの母語によっては、英語を「公用語」
とすることも想定。語学の鍛錬は避けて通れない。
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事業開発コンサルタントとして活躍する傍らソプラノ歌手として
国内外で演奏活動を行う異色のキャリアを持つ秋山ゆかりさんに
これからのグローバル社会を生き抜くためのキャリアの描き方を教えていただく。

グローバルキャリアのつくり方

　私が海外で仕事をすることを意識し始めたのは、20 代
半ばでした。今では考えられないのですが、20 代前半の
私は専業主婦になることが夢でした。学生結婚をし、当
時の夫が博士号を取るまで、働きながら専業主婦になれ
る日を待っていました。しかし、結婚生活が破綻し、自
分の力で生きていかざるを得なくなり、初めて、自分は
どういう人生を歩みたいのか、どんな仕事をしたいのか
と考えるようになったのです。
　世界はとても広い。自分が知っている小さな世界を
ちょっとでもいいから広げたい。そんな気持ちだけでな
く、成熟化する日本の市場だけで自分が仕事を続けていく
ことは難しいのではないかと危機感を抱いたこともありま
す。さらに、仕事をしていく上で、どんなに小さなことで
もいいから世界を良くする仕事をしたいとも思いました。
それが自分のやりがいにつながると思ったのです。
　そして、グローバルで仕事をする人間になるために必

今号のまとめ

1 グローバルで必要なスキルを定義する。

2 英字新聞で英語力と論理力を磨く。

3 チャンスは自分でつかみに行く。

要なスキルは何かを考えた時に、英語力と論理力を身に
つけようと決めました。

　当時の私は、自分が興味のある科学領域を深堀りする
のは得意でしたが、世の中の出来事に対して、自分の意
見をはっきりと言えませんでした。「私はこのようにすべ
きだと思う。なぜならば……」と言うことがとても苦手
でした。そもそも世界で何が起きているのかすら知らな
かったので、世の中の出来事をもっと知ろうと思い、The 
Japan Times を読み始めました。さらに、毎週、The 
Japan Times の記事をひとつ選んで、自分の意見をまと
めるエッセイを英語で書くようにしたのです。
　そして、The Japan Times が読みこなせるようになっ
てくると、Financial Times や The New York Times な
どを読み、各紙の論説を分析して、議論の展開パターン
を学習しました。
　ここで学んだものをベースに、毎週、自分が気になる国

際時事問題をテーマにしたエッセイを英語で書くことで、
グローバルで議論できる英語力を身につけるだけでなく、
議論展開をするための論理力を養うことができました。

　海外で仕事をしてみたいと思っていた私にチャンスが
巡ってきたのは、27 歳でした。ヨーロッパのプロジェク
トで IT に詳しい人が足りないので、誰かいないかという
メールが全社に流れたのです。そのメールを読んですぐ、

「行きたいです」と返信を書きました。IT といっても領域
はとても広いので、自分に分かるかどうか自信はなかっ
たのですが、「スペックが合わなかったら選ばれないはず
だ！」と思い、応募しました。すると、すぐに話がまとま
り、スイスへ行くことに。その後、スイスのプロジェク
トで一緒に仕事をしたマネジャーから声がかかり、香港、
シンガポール、フランス、イギリスと海外プロジェクト
に参加する機会を作ってもらえました。
　こうして、場数を踏むことで、海外で仕事をすること
が苦痛でなくなっていき、どんどんアジア、中東、アフ
リカ、ヨーロッパの仕事に挑戦していくようになったの
です。あのとき「行きたいです」と返信しなければ、グロー
バルな仕事をするようにはなっていなかったでしょう。

秋山ゆかり 
事業開発コンサルタント・声楽家。イリノイ州立
大学在学中に、世界初の Web ブラウザ NCSA 
Mosaic に参加後、多くの新規事業をエンジニア
として立ち上げる。ボストン・コンサルティング・
グループを経て、GE International の戦略・事
業開発本部長、日本 IBM の事業開発部長等を歴
任。2012 年、株式会社 Leonessa を設立。

秋山ゆかりさんの

人生を切り開く努力と度胸Vol. 02

「武器」となる英語と
問題解決力を身につける

27 歳の時、チャンス到来
仕事の舞台はグローバルに

Create Your Career

英字新聞は学びの宝庫
英語力と論理力を磨く

世界で活躍する人が
大切にしている小さな心がけ　フリーターからキャリアをスタート

し、大学教授になって、ダボス会議な
どで活動されている石倉先生が、世界
で活躍する人の心がけを具体的に教え
てくれる本です。ものすごく難しいこと
かと思いきや、今日からすぐにできる考
え方が満載。例えば、フットワークよく
気楽にやってみることで、思いがけない

結果が得られること、人生はチャレンジ
せずに後悔するよりも、チャレンジした
失敗から学ぶことも多いことが分かりま
す。考え過ぎずに、まず一歩を踏み出す。
それが、世界で仕事する上で大事なこ
とだと共感しました。

秋山さんの 読 書 日 記

石倉洋子 著／日経 BP 社
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Journalist's Eye

　日本経済新聞社がフィナンシャル・タイム
ズ（FT）を買収するというニュースは、世
界を驚かせました。FT は、1888 年にイギ
リスで経済紙を創刊、今では雑誌やウェブサ
イトも含め、世界有数の金融・経済メディア
として知られています。これまでピアソン
PLC の傘下にありましたが、ピアソンはや

はり世界的な巨大メディアグループ。これを
海外での知名度が低い日本の新聞社グループ
が買い取ったということで、日本国内だけで
なく、海外のメディアにとっても大きな事件
となったのです。
　あまり知られていないことかもしれません
が、日本の新聞社は、世界的に見て大変高い
発行部数を誇っています。今は紙の新聞を読
む層が減っているといっても、昨年の発行部
数は 4,536 万部。これは欧米の有力紙の部

数をはるかに上回っています。日本の新聞社
は世界で知られているとは言いにくいのです
が、規模としてはとても大きい存在なのです。
ただし、現在日本で紙の新聞を一番熱心に読
んでいるのは、定年間近の比較的高齢な世代
と言われています。高齢化や人口の減少が進
むことを考えると、紙の新聞の発行部数は減
る一方です。
　一方の FT は、いち早くデジタル化に成功
し、現在約 50 万人の有料版購読者がいます。
日経のデジタル版にも 43 万人の有料読者が
いて、この買収によって、日経は一気にデジ
タルの購読層を増やすことができるのです。

　ひとつ懸念されているのは、日経は古くか
ら日本の企業と強い結びつきを保ってきたこ
とで、企業の情報を早く正確に伝えることが
できる一方、企業にとって不利なニュースを
軽視しがちであるという批判があることで
す。例えば、2011 年にオリンパス社の不

正な会計処理が明るみになった事件につい
て、日経が沈黙を守っていたのに対し、FT
は徹底的な調査と報道を行っていました。
　こういった報道姿勢の違いについて、日経
の喜多恒雄代表取締役会長は、「新聞の編集
方針の独立性は新聞社にとって最も重要であ
り、（買収後も）その姿勢は保たれる」と記
者会見で語っていました。今後、FT が日本
の企業について批判的な記事を掲載するとき
に日経がどのように対応するのかが気になる
一方、日本のメディアとして独特の取材・編
集方針を守ってきた日経に、FT の買収によ
り変化が起こるのがどうかにも、注目したい
ところです。
　ジャパンタイムズは、日本発の英字新聞と
して日本の新聞社の中では特異な位置にあ
り、自由な報道ができるメリットがあります。
今後の日経と FT の変化についても、その立
場を生かして報道したいと思います。　（談）

日本で起こっていることを外国人に伝えるときは、

物事の背景を理解し、わかりやすく説明するスキルが求められる。

英字新聞 The Japan Times の記者に、

日本の「今」を世界に伝えるためのコツを教えてもらおう。

＊参考記事　
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/24/
business/corporate-business/nikkei-buys-financial-
times-1-3-billion-deal/

世界的なメディア買収で
デジタル購読層の拡大へ

今月の記者　吉田玲滋さん　
1993 年ジャパンタイムズ入社。現在、同紙編集委員。政治、外交、防衛問題に
関する記事を主に手がけ、ビジネス・経済にも通じている。

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

by Reiji YoshidaVol.30

報道姿勢に明らかな違い
買収後の編集方針は？

日経が英FTを 1600億円で買収
Topic 01

The Nikkei group, Japan’s most powerful financial media group, said it 
will buy the London-based FT Group, one of the world’s most respected 
and influential media groups, from Pearson PLC for about ¥160 billion 
($1.3 billion).

日本で最も強大な金融メディアグループである日経（日本経済新聞社）グルー

プは、ロンドンを拠点とする世界で最も評価が高く影響力があるメディアグルー

プである FT（フィナンシャル・タイムズ）グループを、ピアソンPLCから約

1,600 億円（13億ドル）で買収すると発表した。

NEWS

　９月３日、1930 年代から 40 年代にか
けての日本への“戦勝”を記念し、中国で大々
的な式典が開催されました。世間でさまざま
な報道が行われているように、中国や韓国で
は、まだ戦中の出来事からくる反日感情が強
く残っています。
　ところが、アジア太平洋地域全体を見ると、
約７割の人が日本を「好ましい」（favorable）
と感じていて、中国やインドなどを超え「最
も好かれている国」であることが分かったの
です。調査を行ったのはピュー・リサーチ・
センターというアメリカの研究機関で、日本、
中国、韓国、ベトナム、フィリピン、マレー
シア、インドネシア、インド、パキスタン、

そしてオーストラリアの10カ国1万5,313
人に、電話でインタビューを行いました。マ
レーシアやベトナム、フィリピン、オースト
ラリアでは、実に 80 パーセント以上の人が
日本は「好ましい」と答え、10 カ国総合で
71 パーセントとなっています。一方、中国
は総合で 57 パーセント、インドは 51 パー
セント、韓国は 47 パーセントという結果で、
日本が特に良いイメージを持たれているとい
うことが分かります。
　ただし、中国で日本を「好ましい」と感じ
る人は 12 パーセント、韓国は 25 パーセン
トと、依然としてこの２カ国からの見方は厳
しいという結果が出ています。日本から見て
も、中国を「好ましい」と思う人は 9 パー
セント、韓国は 21 パーセントと、かなり低
い数字になっています。

　この調査の面白いところは、海外の「普通
の人」から見た日本の印象が分かることです。
海外メディアのニュースでは、日本について
報道される機会は世界の他の主要国と比べて
決して多いとは言えず、福島の原発問題、最
近の安保法案の問題など、ご
く一定のニュースに偏る傾向
があり、日本についてのステ
レオタイプな見方が作られ
る懸念がありました。しかし、
今ではインターネットで流れ
る話題や日本を旅行したとき
の経験などから、メディアを
通さない価値観が作られる
ようになり、その結果がこの
調査に表れているのではな
いかといえます。
　この調査はさらに、各国
指導者の人気度も明らかに
しています。例えば安倍晋
三首相について、日本人を
除く海外の 43 パーセント
の人が、外交について信頼
が置けると考え、中国の習
近平国家主席についても、
中国人を除く 47 パーセン
トの人が、同様に信頼でき

るとしています。海外の人と話をするときに、
こういったことを話題にしてみてもいいので
はないでしょうか。　　　　　　　　　（談）

アジア太平洋諸国で調査
日本の好感度は１位に

指導者の人気度もリサーチ
安倍首相の評価はいかに？

日本の好感度が７割でトップ
Topic 02

According to the latest survey by Washington-based Pew Research 
Center, Japan is viewed most favorably by people in the Asia-Pacific 
region, excluding Japan itself, with a median of 71 percent having a 
favorable view of the country.

ワシントンを拠点とするピュー・リサーチ・センターの最近の調査によると、日

本はアジア太平洋地域の人々から、最も好ましい存在であると見られている（日

本人自身の回答を除く）。71パーセントの人が、日本を好ましいと考えているの

である。

ピュー・リサーチ・センター調査　
How Asia-Pacific Publics See Each Other and Their 
National Leaders
http://www.pewglobal.org/2015/09/02/how-asia-
pacific-publics-see-each-other-and-their-national-
leaders/

* 参考記事　
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/04/national/politics-
diplomacy/japan-wins-asia-pacific-popularity-poll-despite-mutual-distrust-
with-china-south-korea/

Asians’ views of each other

VIEWS OF ▶	 Japan China India South 
KoreaVIEWS IN：
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SOURCE：Spring 2015 Global Attitudes survey, Pew Research Center
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ShuSuke Murai
STaFF WriTer

News that scientist Sa to shi Omu ra had 
won the Nobel Prize came so unexpected-
ly that many people in Japan, including 
the winner himself, were stunned by the 
honor — but delighted as well.

“I was planning to go back home at 
around 4:30 p.m.,” Omu ra, an 80-year-old 
professor emeritus at Ki ta sa to University 
in To kyo, said at a news conference Mon-
day night to announce that he had been 
named as one of this year’s winners of the 
Nobel Prize in physiology or medicine. 
“But my secretary wouldn’t let me go 
home, just telling me to wait and wait. 
Then, to my surprise, there came a phone 
call from Sweden.”

Omura shared the award with Irish-
born William C. Campbell, an 85-year-old 
research fellow emeritus at Drew Univer-
sity in New Jersey, for discovering the new 
drug avermectin, derivatives of which 
have radically lowered the incidence of 
river blindness and lymphatic filiarisis, 
commonly known as elephantiasis.

The medicine is believed to have 

helped about 300 million people world-
wide combat parasitic diseases annually.

“My job is just receiving the power of 
microbes, and I have been doing so by 
studying what microbes were doing,” 
Omu ra said. “I don’t think I did a noble 
job. I was constantly thinking how I could 
do just a tiny bit for others.”

In a unique career arc for an academic, 
Omu ra initially worked as a science and 
physical education teacher at an industri-
al high school after graduating from Ya-
ma na shi University with a bachelor’s de-
gree in 1958. 

But, motivated by his students, he later 
earned doctoral degrees in pharmacy 
from the University of Tokyo in 1968 and 
in chemistry from the Tokyo University of 
Science in 1970.

Having worked as a researcher for the 
Ki ta sa to Institute since 1965, Omu ra has 
devoted his career to biochemical re-
search by extracting microbes from soil 
samples he collected from a golf course in 
Shi zu o ka Prefecture, where he found a 
type of bacteria that later became the 
source of avermectin.

He has been honored with numerous 
awards, including a Person of Cultural 
Merit in 2012 and a Canada Gairdner 
Global Health Award in 2014.

News about Japan’s 23rd Nobel Prize 
winner — the third in medicine after Shin-
ya Ya ma na ka, who discovered induced 
pluripotent stem cells, better known as 
iPS cells, in 2012 — delighted people 
across the country, including Prime Min-
ister Shinzo Abe, who called to congratu-
late Omu ra in the middle of Monday’s 
news conference.

“As a result of Mr. Omu ra’s constant 
passion and efforts, hundreds of millions 

of people’s lives have been saved from in-
fectious diseases,” Abe told reporters. “I, 
myself, feel really proud of him as a fellow 
Japanese.”

Education minister Ha ku bun Shi mo-
mu ra celebrated the news by issuing a 
statement of congratulations Monday 
night. 

“The news about Omu ra receiving the 
award proves the high standard of our na-
tion’s scholastic research to the world, 
and at the same time gives great pride and 
encouragement to all citizens,” it read.

 Information from Kyodo added

 (Oct. 7, 2015)
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News in English

〜 英 文 記 事 を 読 ん で み よ う 〜

This month’s selections from The Japan Times

andreW Mckirdy
STaFF WriTer

Japan’s Rugby World Cup heroes re-
turned home on Tuesday with a vow to 
continue their new “winning culture” 
when the country hosts the event in four 
years’ time.

Crowds gathered at Narita airport to 
welcome Eddie Jones’ Brave Blossoms 
back from England, where they shocked 
the world by beating two-time champions 
South Africa in their opening game before 
losing to Scotland and racking up historic 
victories over Samoa and the United States.

Japan had won only one Rugby World 
Cup game going into this year’s competi-
tion — against Zimbabwe in 1991 — but 
returned home having earned the bitter-
sweet honor of becoming the first country 
to win three games and still fail to reach 
the quarterfinals.

The players immediately turned their at-
tention toward the 2019 event being held 
on home soil, with captain Michael Leitch 
insisting that the Brave Blossoms are capa-
ble of claiming a place in the last eight.

“We couldn’t get to the quarterfinals this 
time, but to win three games is a big step 
up for Japanese rugby,” Leitch told a 
packed news conference at a Tokyo hotel.

“As the captain of this team, I’m very 
proud. The players gave everything in 
every game. We created a winning culture 

in the team and we want to continue it. 
Eddie is a very passionate coach and al-
though he will go abroad now, he has 
been a huge figure in Japanese rugby. I 
hope Japanese rugby will get even more 
attention from now on.”

Japan’s 34-32 win over South Africa on 
Sept. 19 — the biggest upset in Rugby 
World Cup history — catapulted the Brave 
Blossoms into the spotlight in Japan, 
where rugby lags far behind baseball and 
soccer in the public’s sporting interest.

A record Rugby World Cup TV audience 
of 25 million Japanese viewers — around a 
fifth of the population — watched Japan’s 
26-5 win over Samoa on Oct. 3, and Jones 
insists that the sport must build on its 
new-found popularity.

“They are the heroes,” said Australian 
Jones, who will now leave to take up a 
coaching position with the Stormers Super 
Rugby side in South Africa. “They have 
changed Japanese rugby.

“To finish the tournament ninth in the 
world ahead of countries like England is 
an absolutely amazing success story. But 
like any success story, the next chapter is 
so important. The next chapter is finding 
new players with more talent and desire 
and to make sure this group keeps im-
proving.”

Players like Leitch and fullback Ayumu 
Goromaru have become household 

names through their World Cup exploits, 
and Goromaru is hoping to inspire a new 
generation.

“The little things over the last four years 
have built up and up to produce this re-
sult,” said the 29-year-old Goromaru, 
whose distinctive stance as he prepares to 
kick penalties has been a big hit with TV 
viewers.

 “I’m glad that kids are looking up to 
me.”

The Brave Blossoms won admirers all 
over the world with their exciting playing 
style in England, and also with their coura-
geous decision to go for the victory against 
South Africa with the last play of the game. 
Japan decided to pass up an easy penalty, 
which would have secured a draw, and 
was rewarded when Karne Hesketh scored 
the match-winning try.

“The emotion that grew throughout the 
tournament is like nothing I’ve ever expe-

rienced in my career,” said Australian-
born Craig Wing. “We even had fans from 
the other team wanting us to win the 
game. I’m very proud to have been a part 
of that.”

Jones has faced calls from the public to 
continue in the job until 2019, but the 
55-year-old insists that the team is in safe 
hands.

“The result of this World Cup is not 
about me, it’s about these players,” said 
Jones, who has also been linked with the 
England coaching job. “Everyone should 
be saying they want these players to con-
tinue. These are the guys who made the 
result.

“There will be another coach come and 
he will probably be better than me. But the 
way this team develops will be down to the 
quality of the players. It’s always sad when 
you leave a team you love.”

 (Oct. 14, 2015)

Brave Blossoms return 
to hero’s welcome

Japan rugby star Ayumu Goromaru, surrounded by teammates, speaks during a 
Tuesday news conference after the Brave Blossoms’ return following the Rugby 
World Cup. Japan triumphed in three of four games in England.  KYODO

Scientist floored by surprise 
medicine win

Nobel prize-winning microbiologist Satoshi Omura speaks with reporters at his 
home in Tokyo on October 6. The framed photo shows his late wife, Fumiko.  KYODO
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Studying Abroad

　私が通っている国際教養大学では在学中、
1年間の留学が義務付けられています。留学
先にトロント大学を選んだのは、歴史が長く世
界トップクラスの名門校であるということに加
え、学科が 700 以上あり、もともと興味の
あった言語学と日本で学ぶ機会の少ないハン
ガリー学を専攻できるからでした。
　渡航して大学に足を踏み入れたときは、そ
の大きさに圧倒されました。荘厳な雰囲気の
建物が並び、そこはまるで映画「ハリー・ポッ
ター」の世界。学生数は７万人以上、敷地内
に９つのカレッジと地下鉄の駅３つを構えるほ

ど広々 としたキャンパスでは、実際、映画やテ
レビドラマの撮影が頻繁に行われていました。

　学生は皆、勉学に対して熱心で、彼らとの
授業はとても刺激的でしたが、ついていくため
には相当な勉強量が必要でした。毎日、午前
の授業後に昼食をとり、図書館やカフェへ移
動して予習と復習、夕方から20 時までまた
授業に出席した後、勉強会に参加します。そ
んな多忙な学生生活の合間には、友人と学内
にあるスケートリンクで汗を流したり、スイー
ツを食べに出かけたりしました。
　適度に息抜きをしようと心がけていまし
たが、宿題の量が多く、オンとオフのバラ
ンスがとれなくて悩んだときには、学内にい
る International Adviser と Academic 
Adviser に助けられました。アドバイスを受
けて授業後のオフィスアワーに教授を訪ね、
直接分からない部分について質問するようにな
ると成績は上がり、初めて書いた論文がアカ
デミックジャーナルに掲載されることになった
のです。親身になって相談にのり、的確な助言
をしてくれた彼女らには本当に感謝しています。

　また、トロント大学には 800 以上のクラブ・
サークルがあり、学生が自主的に活動し、ネッ
トワークを広げるチャンスがたくさんあるのも
魅力です。私は聖書研究の団体に所属してい
ました。毎週小グループで聖書について考え、
語り合うほか、教会に通って英会話のサポー
トを行うボランティアに参加するなど、課外活
動を通して学外の人からも多くの刺激をもらう
ことができました。

　今回の留学でレベルの高い仲間とともに学
べたことは大きな自信になりました。大学卒業
後はまた海外へ渡り、第二言語習得法や教育
法の研究をするため大学院へ進学する予定で
す。そして自分が留学を通して経験したことを
生かし、バイリンガル教育の促進に貢献する
こと、それが将来の目標です。

多くの日本人学生が、未来に大きな夢を描き、
世界各国の大学や大学院に留学している。
彼らはどのような生活を送り、どのようなことを学んだのだろうか。
その十人十色の体験談は留学を考える読者のみなさんに、
たくさんのヒントと勇気を与えてくれるだろう。

選べる学科は 700 以上
カナダの名門校

日々の努力が実り
論文が学内誌に掲載

留学経験を糧に
大学院進学を目指す

私のIELTS留学
  世界に羽ばたくパスポート

〜世界で年間約250万人以上が IELTSを受験しています〜

　大学３年生から1年間アメリカのオハイオ
州立大学へ交換留学し、Human Develop-
ment & Family Science を専攻しました。
大学２年生のとき、インドで社会貢献活動に
携わるサービスラーニングに参加し、子どもの
発達と家族の関係に興味を持ったのがきっか
けです。私はもともと図書館司書になりたくて、
北米の大学院へ進み図書館情報学を専攻する
つもりでした。でも、インドでの経験を機に、
まずは教育について本格的に学び、将来、教
育と図書館情報学の両方の視点を持って仕事
ができればと考えたのです。
　オハイオ州立大学は大規模
な総合大学で、多種多様な授業
から自分の興味あるものをい
くつも履修できました。中で
も Family Development の
授業では、人々がどのように家
族を築いていくか、同性婚や
再婚などさまざまな状況に置
かれた家族が抱える問題と解
決策など、非常に興味深い内

容を学びました。また、Family stress や
Parenting をテーマにした授業では、異な
る人種、宗教、経済的・文化的背景を持つ人々
の子育てや教育、家族のあり方について考え、
多様な人々が暮らすアメリカならではのリア
ルな情報に触れることができました。

　充実した留学生活でしたが、渡米した頃は
慣れない土地で言葉の壁もあり、大変苦労し
たのを覚えています。例えば、専門外の授業
で教科書の内容が理解できず、講義やディス
カッションにまったくついていけないことも

ありました。そんなときに手を差し伸べてく
れたのは、教授やクラスメイトです。留学前
は人に頼ることに勇気がいりましたが、思い
切って相談してみると、それまで想像もして
いなかった新しい発見があり、世界が広がる
ことに気付きました。
　そんな温かい仲間に背中を押され、アフリ
カンアメリカンのメンバーが所属するゴスペ
ルクワイアのサークルに留学生ひとりながら
飛び込み、活動することもできました。街を
あげて盛り上がるフットボールゲームのシー
ズンには、大勢の観衆を前にパフォーマンス
し、とてもいい思い出になりました。

　現在は日本の大学図書館で司書として働い
ています。大学卒業後、国内
での就職を選んだのは、留学
中にディスカッションなどを
通して母国について尋ねられ
る機会が多く、あらためて日
本に目を向けるようになった
からです。今は職場での経験
を積みつつ、ゆくゆくアメリ
カで学んだことを仕事に生か
せる方法を模索していきたい
と思います。

教育を学ぶため
大規模な総合大学へ

オハイオ州立大学
宇佐美奈央さん
国際基督教大学で教育
学を専攻。在学中、オー
ストラリアへの短期留学、
インドでのサービスラー
ニングを経て、オハイオ
州立 大学に交 換留学。
現在、大学図書館で司
書として勤務。

Q
宇佐美さんに一問一答 !

留学して成長したと思うことは ?
　もともと新しい世界に飛び込むことが
苦手でしたが、留学中に人の経験や考
えを聞くことが面白く、もっと多くの人に
会って話をしたいと思うようになったのは
大きな変化でした。

　実りある留学にするための秘訣は？
　積極的に人と関わること。海外、特に
アメリカの人々は積極的に行動する人に
対して好意的です。私は英語に自信があ
りませんでしたが、まずは相手を知るこ
とを心掛け、あいさつや一対一の会話を
大切にしていると、みんな一生懸命理解
しようとしてくれました。黙っていてはもっ
たいないと思います。

　留学を目指す読者にアドバイスを
　新しいことや人に出会う機会を作るの
も、その機会を成長のチャンスに変える
のも自分次第です。心と頭を柔軟に、多
くのことを吸収して、ぜひ楽しい留学生
活を送ってください。

Q

Q

留学での学びを
日本で生かす道を模索

仲間に教えられた
人と関わる大切さ

本コラムはブリティッシュ・カウンシル　http://www.britishcouncil.jp/ の協力により連載しています。

トロント大学
竹内雛子さん
福岡県出身。高校時代、
ハンガリーへの交換留学
を経験。現在は国際教養
大学で Global Studies

（Nor th  Amer ican 
Studies）を専攻。海外
の大学院進学に向けて
準備中。

Q
竹内さんに一問一答 !

留学して成長したと思うことは ?
　優秀な学生と難しい授業に出席し、と
てつもない量の課題に取り組んだことで、
学業面で大きく成長しました。必死に勉
強した結果、学会で自分の論文を発表す
ることが決まるなど、「やればできる」と
いうことを感じています。

　実りある留学にするための秘訣は ?
　学生が 100 人を超える大規模な授業
でもクラスメイトに話しかけてみると皆気
さくで、ハードな学業生活を支え合うよ
い関係が築けました。留学生同士の関
係も心強いものですが、できるだけ現地
の人と接し、困ったときは思い切って助
けを求めることが大切です。

　留学を目指す読者にアドバイスを
　海外生活は苦労することも多々ありま
すが、自分の限界を決めずに挑戦してほ
しいと思います。一つひとつに一生懸命
向き合っていれば、きっと留学ならでは
の何かを得られるはず。

Q

Q

アメリカにも
IELTSで !!

大学のゴスペルクワイアのメンバーと シェアハウスしていたルームメートたちと

世界トップクラスの大学で得た
優秀な仲間と大きな自信

未来の可能性を広げてくれた
アメリカならではの多様な学び



■ 都市名　トロント
■ 面　積　630.18 ㎢
■ 人　口　約 412万人
■ 時　差　日本との時差は -14 時間。

3 月第 2 日曜〜 11 月第 1 日曜はサ
マータイムのため、-13 時間となる。

■ 交　通　TTC（トロント交通局）が運
営する４路線の地下鉄、バス、路面

電車がトロント市内および近隣地域
を網羅。トロント大学の学生は格安
のパスを購入することが可能。また、
キャンパス間の移動にはシャトルバ
スが便利だ。

■ 気　候　四季による気温の差が激し
い。湿度の高い夏期には 40 度近い
猛暑日を記録することもあり、冬期
は連日氷点下、寒波が来ると− 20

度以下になることも。
■ マナー　セルフサービスのカフェな

どを除き、チップが必要。レストラ
ンやタクシーでは 15％程度、ホテ
ルでは荷物 1 個につき 2 ＄、ベッド
メイキング 1 日につき 1 〜 2 ＄を
用意しておこう。公共の場はほぼす
べて禁煙。アルコール購入は 19 歳
以上。

Data

多様な文化・言語を持つ他民族都市
　カナダの全人口（約 3,540 万人）の３分の１近くが
住むというオンタリオ州。北は北極海へとつながるハド
ソン湾に面し、南は五大湖を挟んでアメリカ合衆国と国
境を接する。カナダの政治経済の中心でもあるオンタリ
オ州の州都が、今回紹介するトロントだ。
　オンタリオ湖北岸に位置するトロントは、人口約 412
万人。同じ州内にある首都オタワをしのぐカナダ最大の
都市でもある。18 世紀半ばに始まったフランス、イギ
リスからの入植以降、19 世紀からはヨーロッパの国々
や中国、ロシアからも移民が流入した歴史を持つため、
現在も多様な文化や言語を持つ人々が暮らす多民族都市
として知られている。
　また、トロントはスポーツや文化の中心でもあり、野球、
バスケットボール、アイスホッケー、サッカーなどのプ
ロチームが本拠地を置き、カナダ国立バレエ団やオペラ
カンパニー、トロント交響楽団などが公演を行っている。

オンタリオ州の留学生歓迎プログラム
　ここトロントは、住民の教育水準の高さで
もカナダ随一。高等教育機関としては、1827
年に開学したトロント大学をはじめとする４校
の州立大学に加え、トロント王立音楽院である
グレン・グールド校や映像・メディアを専攻す
るカナディアン・フィルムセンターなど、専門
の学位が取得できる５つのコミュニティカレッ
ジがある。国内最大規模の蔵書数を持つトロン
ト公共図書館も、学術都市と呼ばれる街にふさ
わしい施設だ。
　治安も良く公共交通機関も発達したトロン
トには、10 万人近い留学生が世界中から集
まっている。オンタリオ州は留学生に対して、
Airport Welcome Program（ピアソン国
際空港に留学生専用のブースを設置、ボラン
ティアスタッフが常駐し、生活に必要な情報を
配布するサービス）、At-Home-in-Toronto 
Program（外国からの留学生とトロント以外か
ら来たカナダ人学生とが、トロントの文化や観
光スポットを満喫できる企画）という２つのプ
ログラムを用意し、全面的に歓迎の意向を表明
している。

留学するならどこの都市？

トロントにあるおもな大学

　人気の観光スポットは、トロント大学近く
のロイヤル・オンタリオ博物館や、中心部に
ある CN タワー、ホッケー殿堂館など。古い
歴史を持つディスティラリー地区やケンジント
ン・マーケットには、かわいい雑貨店やカフェ
などがあっておすすめです。自然を楽しむな
らオンタリオ湖やトロントアイランド。オンタ
リオ湖から見る夕日は美しく素晴らしいです
よ。トロントは世界中の人が集まってくる場所
なので、多国籍の料理を楽しめます。私は日
本料理が恋しくなると、中心部にある Rajin
というラーメン屋さんへ。味はもちろん、日
本の「お・も・て・な・し」に癒されました。

世界各国の味が楽しめる
トロントはグルメも多国籍

トロント大学	竹内雛子さん
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George Brown College
Humber College
Ryerson University
Seneca College
Tyndale University College and Seminary
University of Toronto
York University

CNタワー1
　1976 年に建造された高さ 553.33m の
電波塔。2007 年までの 32 年間、世界最
高の地位を守り続けたトロントのシンボ
ル的存在。地上 447m の展望台「Skypod」
からは、オンタリオ湖対岸のアメリカや、
ナイアガラ瀑布のしぶきまで望めること
も。356m の展望台では、ハーネスを装
着して外縁の強化ガラスの上に立つとい
うアトラクションに挑戦できる。

　オンタリオ湖に浮かぶトロントアイラン
ドへは、ダウンタウンからフェリーでわず
か 10 分。島全体が自然公園になっていて、
ピクニックやビーチ遊び、カヌーやボート、
サイクリングなどが楽しめる。水辺のベ
ンチに座れば、すぐ目の前にはトロント市
街の近代的なビル群。その光景を眺めな
がら雄大で美しい自然に囲まれた時間を
過ごすのは、貴重な体験。

トロントアイランド3

　ビクトリア朝の産業建築が 40 棟以上保
存されたこの地区は、トロント最大の歩
行者専用エリア。建物内部はギャラリー
やカフェ、ブティック、劇場などになって
おり、石畳の道を散策しながら現代アー
トや舞台芸術、ファッションを楽しむこと
ができる。かつて大英帝国最大の蒸留所
が置かれていたという歴史をしのびつつ、
路上ライブに耳を傾けるのも一興。

ディスティラリー地区2

トロントでぜひ訪れたいスポット Best３

トロント大学のシンボル、ユニバーシティカレッ
ジ正面。セントジョージキャンパス内にある。

ウィスキー蒸留所「グッターハム」の
オフィスビル。1892 年建造。

Toront

ト ロ ン ト  編

留学中の
思い出

名建築家ダニエル・リベスキンドによる斬新なデ
ザインが特徴の、ロイヤルオンタリオ博物館。

カナダ最大の都市であるトロントは、
政治、経済、金融、文化、芸術、スポーツの中心地。
しかも、美しく雄大な自然に囲まれた風光明媚な環境。
学生生活を送るのにふさわしい学術都市トロントへと、
世界中から留学生が集まっている。
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高校時代、偏差値 30 台から大学進学を果たし、
後にケンブリッジ大学の大学院を修了した塚本亮さん。
現在は英会話スクールの代表として、
多くの日本人を海外のトップ大学・大学院へと導いている。
英語学習につまずいたら、塚本さんに相談だ！

イラスト：熊野友紀子

塚本 亮 
ジーエルアカデミア株式会社代表取締
役。ケンブリッジ大学大学院修士課程修
了（専攻は心理学）。偏差値 30 台、退学
寸前の問題児から同志社大学経済学部を
卒業。その後ケンブリッジで心理学を学
び、帰国後、京都にて英会話スクール、ジー
エルアカデミア設立。心理学の知見と自
身の学習経験を生かした指導法が注目さ
れ、国内外から多数の指導依頼がある。

英語の語彙力と、表現力を伸ばしたいのです
が、まとまった学習時間が取れません。スキ
マ時間を効果的に使うコツはありますか？

　テレビを見ているときのCMタイムは、
単語を覚える究極のスキマ時間です。90
秒という時間制限が、集中力を高めてく
れるのです。やり方は簡単。単語集を用
意して、最初の CM中に、英語と和訳を
声に出し読んでください。次のCMでも、
同じ単語を音読し、その次の CM が始
まったら、日本語を見ないで英単語を言っ
てみます。ちょっとしたゲーム感覚で勉
強できますよ。
　ついでに言うと、単語の勉強では、音
と文字をセットで頭に入れることが重要

です。例えば、バラバラで覚えていては、
Cocoa という文字と、［kóukou］とい
う音が、一致しなくなってしまいます。
　表現力という点では、単語と単語の組
み合わせ、「コロケーション」にも注目で
す。「make an appointment」で「ア
ポを取る」という意味になるように、英
語では、単語が組み合わさって意味を持
つことが多いのです。単語を暗記するだ
けではなく、語のつながりを塊として捉
えることが、アウトプット力を伸ばすポ
イントのひとつです。

CMタイムは単語の暗記に最適
A
nswer

学びのセオリー
塚本 亮さんが

説く

Question 社会人になる前に、一度は留学を経験したい
と考えています。留学先を選ぶときに、気を
つけたほうがよいことは何でしょうか？

　海外の大学では、日本の大学以上に、
専門を細分化・特化していることが多
く、自分の目標に直結したコースを探す
必要があります。何を学びたいのかをよ
く整理し、希望の科目を持つ大学を見つ
けてください。語学留学についても、一
般英語コース以外に、大学進学準備コー
スやビジネス英語コース、英語プラスア
ルファのコースを持つ学校もあり、目的
に応じて選択することができます。
　大学留学でも語学留学でも、留学の醍
醐味は、多様な価値観に触れることにあ

ると私は思います。その意味では、さま
ざまな国から学生が集まっている環境が、
望ましいと言えます。U.S. News and 
World Report（アメリカ）や、The 
Complete University Guide（英国）
など、大学のランキング誌には、学術面
だけでなく、キャンパスの環境、学生の
国籍、男女比、教員対学生比率など、さ
まざまな角度から調べたデータや分析が
掲載されています。日本ではあまり知ら
れていない優良校も無数にあり、大学選
びの指標として、参考になると思います。

多様な学生が集まる環境に注目
A
nswer

Question

　英語が嫌い、苦手、すぐに挫折してしまうー
そんな悩みを吹き飛ばす、塚本流「英語にハマ
る勉強法」。偏差値 30 から独学でケンブリッジ
大学院合格を果たした塚本さんの実体験をもと
に、心理学を駆使した勉強法をひもときます。

「正しいやり方で学べば必ず英語はできるように
なる」、塚本さんはそう力説しています。

英語、これでダメなら
やめちゃいな。

塚本 亮 著／かんき出版

コ
レ
を
読
も
う
！

有名な探検家や発明家、研究者など
の名前が入ったパズルです。枠内で
タテ・ヨコ・ナナメに隠されたリス
トの言葉を見つけて囲んでください。
囲い終わったら、最後に残った文字
を拾って読むと、英語の表現が一つ
現れます。健闘をお祈りします！

問 題

Brain Games
ワードパズル 出題  黒須和土

The Japan Times ST より転載

●	名前のリスト

アムンセン　　アルキメデス　　コロンブス

ダ・ヴィンチ　エジソン　アインシュタイン

ガリレオ　　グーテンベルク　　ハッブル

マゼラン　　メンデル　　レントゲン

G  M  A  G  E  L  L  A  N  R

E  G  A  U  N  E  T  M  E  I

E  A  S  T  E  D  N  N  G  D

D  L  U  E  S  N  I  I  T  S

I  I  B  N  D  E  E  C  N  T

S  L  M  B  N  M  T  N  E  H

O  E  U  E  U  I  S  I  O  N

N  O  L  R  M  H  N  V  R  K

A  L  O  G  A  I  I  A  K  E

A  R  C  H  I  M  E  D  E  S

● 作者のひとこと
最後に Great minds think alike.（偉人は同
じことを考えるものだ）が現れます。誰かと
意見が一致したとき、冗談で使う文句です。

正解G M A G E L L A N R

E G A U N E T M E I

E A S T E D N N G D

D L U E S N I I T S

I I B N D E E C N T

S L M B N M T N E H

O E U E U I S I O N

N O L R M H N V R K

A L O G A I I A K E

A R C H I M E D E S
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Become a Debater

英語運用力だけでなく、論理的思考力、プレゼンテーション力など
社会で必要とされるスキルを磨くことができるパーラメンタリー・ディベート。
大学生や社会人のディベート大会を開催する ESUJ（日本英語交流連盟）に
その効果的なトレーニング法やスキルの生かし方を解説していただく。

ESUJ Presents

英語でディベートを楽しもう
Vol. 02

ディベートの効果的な練習法

　パーラメンタリー・ディベート（PD）の効果的な練
習方法は、論題を決めて、２人対２人（または３対３）
のチームに分かれて実際にディベートを行うことです。
しかし、３人以下でも練習する方法があります。コミュ
ニケーション力の訓練になりますので、皆さんに紹介し
たいと思います。
　PD は即興力が決め手です。素早く意見をまとめ、英語
で対話する力が必要となります。これは情報が瞬時に世
界を駆け巡るネット社会では、特に重要なスキルです。
　まず日頃から「幅広い教養と知識」を身につけること
が大切です。PD では、論題発表後のパソコンや携帯電
話など、電子機器の使用は禁止。しかし、自作の資料は
使えますので、新聞記事などをノートに貼り、単語や表

現のリスト、要約文、肯定と否定意見を英語でまとめて
おくと非常に役立ちます。語彙力、読解力、記述力は、
必ず話す力と聴く力の向上につながります。
　PD は準備したスピーチを単に読み上げることではあ
りません。ディベートでは、相手側からの質問や反論に
即興で応えるインターアクティブなコミュニケーション
が必要です。自分が話すポイントや例（エビデンス）を
アウトライン形式にまとめ、それを参考にしながらス
ピーチをすると聴衆とのアイコンタクトも可能となり、
説得力のあるスピーチができるようになります。原稿に
頼らず柔軟に臨機応変に対応できるようにもなりますの
で、最初は難しくてもぜひ実践してみてください。
　今回は３つの勉強法をご紹介します。Topic 1 は、

ディベートの準備方法です。まずブレインストーミン
グ（brain storming）で論題について多様な意見をラ
ンダムに書き出します。次にマインドマッピング（mind 
mapping）で情報を取捨選択しながら整理。最後に主
張するポイント（論点）と例証をアウトライン形式にし
ます。
　Topic 2 では、自分の主張とその説明、相手側への反
論を対話形式で練習します。
　Topic 3 では、ESUJ ディベート委員長の鈴木茂男氏
おすすめのインターネット活用法、「ひとりで、しかも
無料でできる勉強方法」をご紹介します。よいディベー
トを見ることが自己研鑽にもなるのです。ぜひ参考にし
てください。

　論題が発表されたら、最初の 10 分は賛否両論を
多角的に考えた後、マインドマッピングで考えを整
理して、討議の論点（主張）を決めます。残り 10
分でスピーチのアウトラインを書きましょう。
　以下、「We should ban zoos.（動物園を廃止す
る）」というテーマで、マインドマッピングとアウト
ラインの例を挙げてみます。

20分でディベートの準備 肯定・否定意見を述べる練習

　仲間と集まって練習ができなくても、よいディベー
トへのエクスポージャーを増やすことで自己研鑽で
きます。タブレットとインターネット環境に投資して、
いつでも、どこでも、ディベートを見られる環境を
作りましょう。あとは、あなたのやる気のみ。以下に、
ESUJ がおすすめする勉強法を紹介します。

ひとりでできる勉強法

岡田真樹子　
（山梨英和大学教授、日本英語交流連盟（ESUJ）常務理事）
ESUJ（English-Speaking Union of Japan）は、1998 年
10 月に発足した非営利、非政治のボランティア団体。英語を
通じて国際的な相互理解と世界の人々との友好を主たる目的と
して、学生ディベート大会の開催、英語プログラムの実施、講
演会などの活動を行っている。ESU は 1918 年にイギリスで
設立され、現在では世界 40 カ国以上の国々で設立されている。

コミュニケーション力の向上に役立てる

実際の PD での基本表現を練習しましょう。
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① 論点と具体例を整理したマインドマッピング
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論点（主張）　High cost

　２人以上で順番に意見を述べる練習を紹介しま
しょう。ポイントは次の３つです。
①  肯定→否定→肯定意見と順番に話す。
②  各人が主張、理由、例、結論を述べる。
③ 2 人目以降は前の人の意見にまず反論し、その後
 に自分の主張を述べる。
　 次のように、実際の PD での基本表現（太字部分）
を使いながら練習します。Topic1 と同じテーマで
例文を紹介しましょう。

肯定側

Today’s motion is, “We should ban zoos.”（論題確認）

I strongly support this motion.（立場表明）

My first reason is cost. Maintenance cost of 
zoos is high, for example, we need professional 
staff, medical care and food for the animals. We 
should use tax for other purposes.（理由と例証）

Therefore, I believe we should ban zoos.（結論）

否定側

You said, zoos are costly.  However, this is 
not always true. Zoos attract tourists and 
bring income. Asahiyama Zoo in Asahikawa is a 
good example.（反論）

I think zoos are important for many reasons.
（立場表明）

My first reason is, zoos are educational and 
people learn about animals at zoos.（否定理由）

I strongly believe that zoos are necessary.（結論）

④ オバマ大統領のスピーチ 

　ホワイトハウスのウェブサイト（https://
www.whitehouse.gov/）で、オバマ大統領
のスピーチを見ることができます。おすすめの
ス ピ ー チ は“The President Announces a 
Historic Nuclear Deal with Iran”です。ウェ
ブサイト内 Video Gallery からタイトルで検
索してください。

③ ディベートテレビ番組 
Intelligence Squared

　おすすめの議題は、“Legalize assisted suicide”
（自殺幇助の合法化）です。
　タイトルを YouTube で検索してください。

② Introduction to Public Speaking

　同じく MOOC による 18 時間のビデオ講座で、
ワシントン大学の教授がスピーチトレーニングを
してくれます。同様にタイトルで検索してくださ
い。自分のペースで勉強できるので便利です。

① Framing: Learn How to Debate and
Create Powerful Messages

　無料で学べるMOOC（Massive Open Online 
Courses）の代表的なプラットフォームである
edX の６週間講座です。上記のタイトルで検索
してみてください。俳優が演じ、教授が解説し
ます。登録が必要ですが、コース修了者にデプ
ロマが授与されます。

理由１
maintenance cost

理由２
tax burden

理由３　
local environment
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ブリティッシュ・
カウンシルの
講師に聞く by Robert Watson

図や表、グラフなどを見て的確に内容をまとめる
ライティング・テストのTask 1は難易度が高いといわれる。
より良い回答を導くための５つのステップを紹介しよう。

There is only one corner of the universe 
you can be certain of improving, and 
that’s your own self.   —Aldous L. Huxley

Aldous L. Huxley（オルダス・L・ハクスリー）

英国の小説家・評論家。代表作に Point Counter Point（『恋愛対位
法』）、Brave New World（『すばらしい新世界』）、The Doors of 
Perception（『知覚の扉』）などがある。

宇宙で確実に改善できる一角はただ一つしかない。それはあなた自
身である。

The revolution is not an apple that 
falls when it is ripe. You have to 
make it fall.   —Che Guevara

Che Guevara（チェ・ゲバラ）

アルゼンチン生まれのキューバの革命家。政治指導者フィデル・カ
ストロとともにキューバ革命を成功させたが、のちにボリビアで戦
死。Che は通称で、本名は Ernesto。

革命は、熟せばひとりでに落ちてくるリンゴではない。自分で落と
さなくてはならないのだ。

The Japan Times ST より転載
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The table below shows the results of a survey 
asking 6800 Scottish adults (aged 16 years 
and over) whether they had taken part in dif-
ferent cultural activities in the past 12 months.

All aged 
16 and 
over

16-24 25-44 45-74

 % % % %

Any performance* 35 22 17 22

Undertaking any crafts 11 17 22 19

Cultural purchases 11 17 18 16

Any visual arts 30 16 11 15

Any writing 17 6 5 7

Computer based 10 9 5 6

Participation in cultural activities, by age

*Dancing, singing, playing musical instruments and acting

〈日本語訳〉
下の表は、6,800 人のスコットランド成人（16 歳以上）に、
過去 12 カ月の間に異文化に触れる活動に参加したかどう
かを尋ねた調査結果である。

５つのステップで回答しよう
　IELTS ライティング・テストの Task 1 は、図や表、グラ
フなどを見て、その内容を 150 語以上でまとめるものです。
データを分析する力が求められること、150 語以上の英語の
文章を書かなければならないこと、また時間が 20 分と限ら
れている点で、IELTS の中でも難度の高い問題です。今回は、
回答を書くための手順を５つのステップで説明します。

ステップ１　 主な傾向を見つける

　図や表、グラフを見たら、まず主な傾向を見つけ、それに
フォーカスを置いて書くようにします。この判断を的確に行う
ことは、とても重要です。与えられたデータをすべて書こうと
したり、自分の意見を入れようとせず、どの情報に焦点を置く
かを決めましょう。どのように傾向を絞っていけばいいか、以
下の例から説明します。

　　この表を見るとまず、あらゆる年齢層で最も人気が高いの
は「Any performance（あらゆるパフォーマンス活動）」で
あり、最も人気が低いのは「Computer based（コンピュー
ターによる活動）」だということが分かります。また、視覚芸
術は低い年齢層でより人気があり、高い年齢層では工芸・手芸
がより好まれています。視覚芸術としては絵画や映像などが考
えられますが、自分で憶測を加えてはいけないので、“I think 
this is due to the fact young people like playing 
video games but older people do not.”（若者は高齢の
人よりもゲームをするのが好きだからこういう結果になってい
ると思う）などという意見を書いてしまってはいけません。

ステップ2　 導入文を書く

　書き出しとしては、この図表が何を表しているかを簡単にま
とめることになりますが、これには、問題文の言い換えを使う
といいでしょう。例えば、The table below ... という問題文
で使われている語を、以下のように書き換えます。

shows ⇒ highlights
results ⇒ outcome
6800 Scottish adults (aged 16 years and over)
⇒ 6800 people over 16 from Scotland

whether they had taken part in 
⇒ about their participation

past 12 months ⇒ over the year

The table highlights the outcome of a survey in which 
6800 people over 16 from Scotland were asked about 
their participation in cultural activities over the year.

（この表は、過去１年の文化的活動への参加について、スコットラン
ドの6,800人の16 歳以上に尋ねた調査の結果を示している。）

　問題文をそのまま使うのではなく、自分の言葉を使って言い
換えていくところが肝心です。

ステップ３　 Task1の構造を考える

　Task1 の解答文は導入、概論、その他の傾向、そしてまと

めの４つで構成されます。概論ではデータに見られる大きな傾
向を示すために、Overall it is clear that ...（全体的に…が
明らかである）という書き出しを使うと便利です。

Overall it is clear that the most popular cultural 
activity among all age groups is “Any performance” 
with 22 percent of the total, while the least popular 
is use of computers which only has a 6 percent 
participation rate.

（全体的に見て、すべての年齢層で最も人気が高い文化的活動
は、22 パーセントを占める「あらゆるパフォーマンス活動」で、
最も人気が低いのは、参加率が 6 パーセントしかない「コン
ピューターによる活動」である。）

これに続けてまとめの前に、その他の傾向などについても書き
ながらさらに細部に触れておくといいでしょう。

ステップ４　 語彙にバラエティを持たせる

　高いスコアを得るには、幅広い語彙を使うことが大切です。
同じ言葉の繰り返しを避け、an increase（増加）は a rise、
going upのように言い換えます。また、a significant rise（際
立った上昇）を the figure increased dramatically（数値
が劇的に上昇した）のように副詞・形容詞も変化させより豊か
な文章にするとよいでしょう。

ステップ５　 見直しでミスをなくす

　文章を書き終えたら、基本でありながら忘れがちな見直しを
しましょう。文章全体を読み直すとともに、スペルミス、文
法上の間違い、数字の書き写しの間違いなどがないかどうか
チェックします。普段ライティングの練習をする際、見直しを
する癖をつけることで自分が間違えやすいポイントが分かって
きます。

　Task 1 では、自分の意見を述べるというよりも、一定の形
式の中で正確に記述できるかどうかということが大切です。こ
の５つのステップに沿って、普段から自分でライティングの練
習をしてみてください。
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みなさんの留学をサポートしてくれる奨学金制度をご紹介。それぞれ、年齢や居住地域など応募条件が
異なるため、必ず事前に問い合わせてから応募しよう。奨学金情報 1）給付元	2）募集期間	3）募集人数	4）給与内容	5）お問合せ

by ×Eiken

日本政府奨学金

● 海外留学支援制度
大学院学位取得型（平成 28 年度応募〆切：11 月 12 日）
協定派遣（平成 28 年度募集終了）

地方自治体奨学金

● 茨木市国際親善都市協会　留学生奨学金
１）茨木市国際親善都市協会
２）未定
３）未定
４）年額６万円
５）072-620-1810

●「埼玉発世界行き」
27年度募集終了

● 戸田市海外留学奨学制度
１）埼玉県戸田市
２）第１回：募集終了

第２回：平成 28 年１月 15 日（金）～２月 5 日（金）
３）若干名
４）授業料および生活費、渡航費（限度額あり）
５）048-441-1800（内線 305）

● 三重県私費海外留学生奨学金
１）三重県
２） ３月～４月中旬頃
３） 10 名以内
４） 年間授業料相当額（上限あり）
５）059-223-5006 ／三重県国際交流財団

● 瑞穂町海外留学奨学資金等支給制度
１） 瑞穂町教育振興基金
２） 毎年６月 1 日～６月 30 日（第１期）

毎年１月 4 日～１月 31 日（第 2 期）
３） 若干名
４） 奨学資金（留学先学校の授業料またはこれに準ずると認められ

る費用）、渡航費（限度額あり）
５） 042-557-7469 ／企画部企画課企画係

● 山梨県アイオワ州短期派遣留学生
１）アイオワ姉妹州委員会または留学先
２）４月中旬〆切
３）１名
４）12 単位分の授業料など
５）055-223-1436 ／山梨県観光部 国際交流課 国際交流担当

● 四日市市科学教育奨学金
１） 四日市市教育委員会
２） ５月～７月
３） 毎年１人
４） 月額 10 万円
５）059-354-8236

● 淀江町青少年ゆめ基金活用事業補助金
１） 淀江町青少年ゆめ基金活用委員会
２） 未定　３）未定
４） 学費、渡航費を 200 万円まで
５） 0859-56-3164 ／よどえまちづくり推進室

民間団体奨学金

● IRENA Scholarship Programme
1）IRENA
2）毎年 11 月より募集開始
3）最大 20 名
4）授業料、教材費、ノートパソコン、医療保険、住居費、旅費、

一部生活費などを２年間
5）scholars@irena.org

● 石橋財団奨学金（日本国際教育支援協会冠奨学金）
１） （公財）石橋財団
２） ６月中旬〆切
３） ５名程度
４） 月額 15 万円を最長２年間
５） 03-5454-5274　（日本国際教育支援協会 事業部 国際交流課）

● オリエント財団奨学金
１） Fundacao Oriente
２） 毎年１月
３） 若干名
４） 学費、渡航費など
５） info@foriente.pt

● 群馬県大学生海外留学奨学金
１） （公財）ぐんま国際教育財団
２） ４月中旬〆切
３） 一般留学：3 名　研修留学：5 名
４） 一般留学：60 万円　研修留学：30 万円
５） 0276-60-3450

● 佐藤陽国際奨学財団 海外派遣留学生奨学制度
１） （公財）佐藤陽国際奨学財団
２） 未定
３） 未定
４） 奨学金月額８万円、渡航費 25 万円、交換留学一時金 10 万円
５） 03-5487-2775 ／事務局

● CWAJ 海外留学大学院女子奨学金（SA）
１） CWAJ
２） 11 月 2 日（月）～ 11 月 12 日（木）
３） ２名
４） 300 万円
５） scholarship@cwaj.org

● 高橋 & ハワット記念奨学金
１） NPO 日本スコットランド教会
２） ３月 1 日～４月 30 日
３） １～２名
４） 30 万円
５） 03-6380-5256

●（公財）中島記念国際交流財団 日本人海外留学奨学生
平成 28 年度募集終了

●（公財）平和中島財団 日本人留学生奨学生（中島健𠮷記念奨学金）
平成 28 年度募集終了

●（公財）松下幸之助記念財団 松下幸之助国際スカラシップ
１）（公財）松下幸之助記念財団
２）６月～７月
３）最大 15 名（内学部生枠５名）
４）月額 14 万円、渡航費
５）06-6908-4488

外国政府等奨学金

● 高円宮記念クィーンズ大学奨学金
１） クィーンズ大学、在日カナダ大使館
２） ３月下旬〆切
３） 未定
４） ２万 5000 カナダドル
５） awards@queensu.ca

● Dr Goh Keng Swee Scholarship
新情報近日掲載

● バンティング博士研究員奨励金
１） カナダ保健研究機構、カナダ自然科学・工学研究機構、カナダ

社会・人文科学研究機構の３つの連邦研究助成期間
２） ７月～ 10 月中旬
３） 各年 70 名
４） 年間 7 万カナダドルを２年間
５） banting@researchnet-recherchenet.ca

● 大学院留学（学術系学位）プログラム
１） 日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）
２） ４月～５月 31 日
３） 約 20 名（「大学院博士論文研究プログラム」を含む）
４） 渡航費、生活費（留学先によって金額が異なる）、授業料（大

学院留学プログラムのみ）および家賃、着後雑費、別送荷物、
同伴家族に対する補助手当。また、疫病・障害をカバーするフ
ライトグループ保険（本人のみ）を 12 カ月間

５） 03-3580-3233
● 大学院留学（専門職学位）プログラム

１） 日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）
２） ４月～５月 31 日
３） 約３名
４） 渡航費、生活費（留学先によって金額が異なる）、授業料（大

学院留学プログラムのみ）および家賃、着後雑費、別送荷物、
同伴家族に対する補助手当。また、疫病・障害をカバーするフ
ライトグループ保険（本人のみ）を 12 カ月間

５） 03-3580-3233
● 大学院博士論文研究プログラム

１） 日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）
２） ４月～５月 31 日
３） 約 20 名（「大学院留学（学術系学位）プログラム」を含む）
４） 渡航費、生活費（留学先によって金額が異なる）、家賃、着後雑費、

別送荷物、同伴家族に対する補助手当。また、疫病・障害をカ
バーするフライトグループ保険（本人のみ）を 6 ～ 10 カ月間

５） 03-3580-3233
● 研究員プログラム

１） 日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）
２） 4 月～ 5 月 31 日
３） 約 10 名
４） 渡航費、生活費（留学先によって金額が異なる）、家賃、着後雑費、

別送荷物、同伴家族に対する補助手当。また、疫病・障害をカ
バーするフルブライトグループ（本人のみ）を３～９カ月

５） 03-3580-3233
● ジャーナリストプログラム

１） 日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）
２） ４月～５月 31 日
３） 若干名
４） 渡航費、生活費（留学先によって金額が異なる）、家賃、着後雑費、

別送荷物、同伴家族に対する補助手当。また、疫病・障害をカ
バーするフルブライトグループ（本人のみ）を３～９カ月

５） 03-3580-3233
● フルブライト語学アシスタント（FLTA）プログラム

１）日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）
２）８月末〆切
３）10 名
４）授業料、給付金、往復旅費など
５）03-3580-3233

IELTS 奨学金

● IELTS Study UK 奨学金
１） ブリティッシュ・カウンシル
２） ６月 30 日〆切
３） ５名
４） 3000 ポンド
５） scholarshipielts@britishcouncil.or.jp ／ IELTS 奨学金事務局

● IELTS 北米奨学金
１） （公財）日本英語検定協会
２） ６月 30 日〆切
３） ３名
４） 6000ドル
５） support-kokusai@eiken.or.jp ／ IELTS 北米奨学金事務局

2015 年 10 月 9 日現在の情報です。応募の際は、
必ず各団体にお問い合せください。
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自分で選びとってこそ人生は楽しい
そんな“眞鍋流”の生き方

眞鍋かをり さん

★Vol.6も好評発売中！
できる女は時短で成果 を上げる

英語で紹介する日本の世界遺産／大使公邸へ、ようこそ
／オフタイムを心地よく過ごすための生活雑貨／日本の美
に出会う金沢旅／国連で働いた人に聞く、「国連」とは？／今、
英文メディアで旬の英語表現

リケジョできらきら働く

リケジョ・キャリア・
レポート

いま、なぜリケジョが
必要とされているのか

■脳科学者 茂木健一郎さんに聞く

理系出身、または理系分野で
活躍中の女性の日常を密着レポート！

Interview

japantimes women

グローバルキャリアを目指す、「女子力&仕事力UP」ムック


