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The Asia This Month

タイ自動車生産台数、8カ月ぶり2桁成長
経済回復で国内向け増加

プロの眼
吉岡徹治（ゴルフのプロ）
あんなコース、こんなコース
アジアでのゴルフの楽しみ方

Take Off  名物コラム

東南アジアのモーレツ歴女
（シンガポール）

ト
レ
ン
ド

知
識

コ
ラ
ム

お
知
ら
せ

セミナー  NNA倶楽部会員優待

ここがポイント！
台湾会計・税務の
基礎と改正事項を
総ざらい

◉表紙
スリランカ、コロンボの日系学習塾

「ひとはみんな、自分の利益を
最大にしようと思って生きている。
俺も、お前も、紫帆もそうだ」
� （本書より）

橘�玲�著
（幻冬舎文庫）

アジアに行くならこれを読め！

Aのある風景  
ムスリムはチャペルの学び舎で
祈りを捧ぐ

馬祖・北竿島（台湾）

離島で伝統建築巡り、
宿泊体験も

アジアの穴場
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コロンボのスラム街の一角にある民家
のような建物の3階に上がると、あどけ
ない子どもたちがファシリテーター（生
徒たちの世話役）にあいさつしていた。
「さあ、みんな手を洗いに行くよ」。20
代の若いファシリテーターの一声で、屋
上の手洗い場に子どもたちが並ぶ。
すらら JUKUでは PCに触る前に、

ファシリテーターにあいさつをし、手を
洗う決まりだ。行儀作法を大事にするの
も、塾の特色の一つ。子どもたちが、部
屋にある7台のPCの前にそれぞれに座
り、学習がスタート。小さな手で自在に
マウスを操り、問題を解いていく。ファ
シリテーターが時折、助言を与えながら
子どもたちの様子を見守っている。

9歳の女の子、ネトゥミは「夢は医者
になること。奨学金を得るためにも数学
の成績は大切なの。塾は楽しい」と話し
てくれた。7歳の男の子、シェナールも
「数学が好き」と恥ずかしそうに答える。
シェナールの母親は「ここに通うように
なって、指を使って計算をしなくなった。
今は2年生だけど、もう 3年生で習う2
桁の算術を勉強していて、数学の成績は
他の科目よりもいいの。将来は IT関連
の仕事についてほしい」と話す。

これまでに6校を開設

国際協力機構（JICA）のパイロット
事業として、すららがスリランカの低所

得者層の子どもたち向けにeラーニング
塾の事業を始めたのは2014年10月。現
在、コロンボ市とその近郊で計6校を展
開している。
運営面では、国内に10万人超の会員

を持つスリランカ最大の女性組織で低所
得者層の女性を対象にマイクロファイナ
ンス（小口金融）を手掛ける女性銀行と、
子どもの健康増進などを促す企業組織の
FHPが協力している。6校のうち5校は
女性銀行が運営し、塾の場所やファシリ
テーターの選定、生徒募集、学費徴収を
担当する。
すららは、日本で低学力の生徒向けに

クラウド型学習システムを展開している。
スリランカでも日本でいう小学1～ 3年

内戦終結から6年余り、建設ラッシュに沸くスリランカの最大都市コロンボで、
日本式eラーニングの塾が芽吹き始めている。その名は「すららJUKU」。

教育サービスの提供やコンサルティングを手掛けるすららネット（東京都千代田区）が
提供するクラウド型学習システムを使った塾で、低所得者層の子どもたちが学んでいる。

スリランカの教育界に新風を送る彼らの挑戦を追った。
畠沢優子＝文・写真

スリランカで教育格差根絶へ
低所得者層の子供に日本式 eラーニング

アジア
取材ノー

ト

コロンボのすらら JUKU の授業
風景。貧困層の小学校低学年の
子供たちがPCに向かう

（NNA撮影）
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他国での展開にも着手した。「スリ
ランカの魅力の一つは、背後に巨大な
インド市場があること。インドを巻き
込む上で、スリランカでの事業展開は
優位だ」（湯野川社長）。
インドでは昨年7月、南部のカルナ
タカ州バンガロール（ベンガルール）
で、教育機関や関係企業のネットワー
クを持つリコーと協力し、英語版「す
らら」導入の実証実験を行った。今夏
には、ムンバイの有力私立学校で授業
を実施する計画だ。
インドネシアでも、西ジャワ州バン
ドンのインドネシア教育大学と、パナ
ソニックの現地法人と連携し、4月か
ら現地の小学校1校で授業を始めた。
湯野川社長は「eラーニングは規模
を拡大しやすいので、うまく仕組みさ
えできれば安価に一気に広がる」と強
調。教育格差の根絶を目指し、スリラ
ンカから世界に向けて、すららの挑戦
は続く。

ルの有名中学校に進学し、大学卒業まで
毎月奨学金を得ることができる。
もともとは、低所得の家庭の子どもが
多く通う学校の優秀な生徒が、都市部の
高レベルの学校に進めるようにした制度
だが、合格するためには塾や家庭教師に
ついて学ばなければならない。結局、裕
福な家庭の子どもに有利に働く形になっ
てしまった。
賄賂もまかり通り、先生に贈り物を渡
せる家庭は目をかけてもらえ、その子ど
もは設備の整った学校で学べる。低所得
の家庭の子どもは設備が不十分で教師の
やる気も低い学校に行くしかなく、落ち
こぼれるとどんどん落ちこぼれていく。
すららの湯野川孝彦社長は「そこを何
とかしたい。ちゃんとやれば相当数の子
は伸びる」と強調する。すららJUKUで
子どもを学ばせている親から、子どもが
学校でも自信を持って発言できるように
なったとも聞く。子どもたちに変化の兆
しは現れ始めている。

2年後の黒字化目指す

すららJUKUの売りの一つが授業料の
安さ。スリランカでは塾は学校の先生が
副業で教えているケースが多く、1科目
1,000スリランカルピー（約 730円）が
相場。何科目も教えると数千ルピーとな
る。一方、すららJUKUは現在、女性銀
行の会員の子どもを対象にしていること
もあり、生徒1人当たりの月謝を500～
750スリランカルピーに設定。JICA事
業のトライアル校舎としての期間が終了
するのに伴い、夏からは既存校で750ス
リランカルピーに値上げするが、他の塾
よりは割安だ。
すららJUKUは女性銀行の会員に有名
なため、生徒集めには苦労しない。湯野
川社長は「今年は1,000人、来年は5,000
人まで生徒を増やしたい」と意気込む。
パートナー側も校舎増設の意欲が高く、
女性銀行のナンダシリ総裁は、コロンボ

生を対象に、数の基本的な概念や四則演
算の基礎を学ばせる。他の生徒と「解答
時間」や「正答率」で順位を競ったり、
先生役の忍者のキャラクターから出され
た問題に答えたりと楽しみながら学習で
きるのが特徴だ。
PCは初めてという子がほとんどだが、

「新しく刺激的なようで、目を輝かせて
取り組んでいる。親が別の用事で連れて
行けないといっても、子どもはやる気
満々で来たがる」（現地の担当者）。

教育無料でも格差は存在

国際連合教育科学文化機関（ユネス
コ）の15年の統計によると、スリラン
カの15歳以上の識字率は93％と地理的
に近いインドやバングラデシュに比べて
高く、教育も無料のため、学校に行けな
い子どもはあまりいない。
ただ、女性銀行のナンダシリ総裁は

「教育格差は存在する」と指摘する。ス
リランカでは小学校卒業時に奨学金試験
があり、点数が良ければ都市部の高レベ

だけでなく北部のタミル地域などにも塾
を広げたいと期待を示す。単価が高いミ
ドルアッパー層向けの塾の運営も視野に
入れているという。
湯野川社長は「今年は事業化元年。17

年末までに収益バランスの均衡を取り、
18年には黒字化したい」と青写真を描く。

ボトルネック解消へ

26年に及ぶ内戦が終わり、治安が安
定したスリランカ。政府は経済発展に結
びつく科学技術や工業化に注力するため、
高等教育を強化する方針を掲げている。
しかし湯野川社長は「その前に初等教

育に力を入れる必要がある。むしろそこ
がボトルネックだ」と指摘する。国を
引っ張るリーダーが出てくる基盤を築く
ためにも人材の底上げは必要。「貧困に
よる教育格差の是正が喫緊の課題」と力
を込める。

他国へも展開

「アピ」に入る
すららは、スリランカが途上国にも

かかわらず小学校への就学率が高いこ
とから、初めての海外事業の展開先と
して進出に踏み切った。ただ、「順調
にいかないのが普通でした」。事業開
始とともにプロジェクト・コーディ
ネーターとしてスリランカ事務所に配
属になった光山幸美氏は振り返る。
光山氏によると、スリランカでは物

事を進めるには、リマインドにリマイ
ンドを重ねなければならない。1回伝
えて、2週間後に聞いても何も進んで
いないのが普通という。入念に準備し
ても当日にならないと分からないこと
も多い。インフラ面では、電力不足や
機材の故障による停電、深刻な交通渋
滞なども、事業をする上でネックと
なっている。
ただ、こうしたスリランカ独特のビ

ジネス環境に、「最初は日々修行、忍
耐だと思っていたが、今度はこうきた
か、と楽しめるようになった」と光山
氏は、自身の変化を語る。スリランカ
人はつながりを大切にし、家族を大事
にする文化があるため、仕事のミー
ティングよりも家族や親族の事情を優
先することがある。シンハラ語で「私
たち」のことを「アピ」というが、ア
ピという人間関係の中に入ると、関係
はぐっと深まり、ビジネスもしやすく
なるそうだ。
「アピの関係性が分かってきたので、
ちょっと踏み込んで相手を理解する中
で、日本のやり方を伝えるようにして
いる」。光山氏は、スリランカの公用
語であるシンハラ語の学習も赴任とと
もに始め、今では読み書きができるほ
どになったそうだ。

すららJUKUのポスター。描かれている忍者のキャラ
クターがeラーニングの「先生役」だ（NNA撮影）
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アジアの風
Winds of Asia  

中国の消費者に
人気の商品を多く
有している
電子商取引（EC）中国最大手の阿里巴巴集団（アリババグループ）は5月
18日、日本メーカー向けEC支援サービスについて紹介するイベントを東
京都内で開いた。出席した張勇（ダニエル・チャン）最高経営責任者（CEO）
は「日本は高品質で中国の消費者に人気の商品を多く有している。日本の
メーカーやブランドと小売業の中国・アジアのEC市場への進出を後押し
したい」と支援サービスの利用を呼びかけた。

―ダニエル・チャン　アリババグループCEO（5月19日付　中国）

上昇傾向は新政権発足後も
しばらく続くだろう
フィリピン証券取引所のハンス・シカット社長は 5月 17 日、新大統領が就任す
る 6月 30 日以降も株価は安定的に上昇するとの見通しを示した。株価は 5月 9
日の大統領選挙以降に急伸。「選挙に目立った混乱がなかったこと、マクロ経済
の見通しが明るいことが好材料になった」と見解を示し、上昇傾向は新政権発足
後もしばらく続くだろうとコメントした。

─ハンス・シカット　フィリピン証券取引所社長（5月18日付　フィリピン）

ミャンマーは
早くやりたい

紀伊國屋書店の高井昌史会長は5月12日、
訪問先のホーチミン市で今後早期にミャ
ンマーに進出する考えを明らかにした。
高井会長は「ミャンマーは早くやりたい。
今後の国造りに本は必ず必要になる」と
説明。進出の具体的な時期は明言しな
かった。店舗出店なのか地場と提携する
かなど進出方法については「最適な方法
を取る」方針だという。

─高井昌史　紀伊國屋書店会長
（5月13日付　ベトナム）

皆さんと感動を
共有したい
─大野晶三
ベトナムスズキ社長
（5月17日付　ベトナム）

ベトナムスズキは5月16日、ベト
ナムサッカー連盟とサッカーベト
ナム代表のスポンサー契約を締結
した。スポンサーになることで、
四輪・二輪共にスズキブランドの
浸透を図る。大野晶三社長は同日
にホーチミン市内で開かれた会見
で「ベトナム代表への支援を通じ
て地域社会に貢献するとともに、
皆さんと感動を共有したい」と抱
負を語った。
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スマホ出荷、1～3月は2割増
ビーボなど中国勢が急伸

India

香港の市場調査会社、カウンターポイント・テクノロジー・
マーケット・リサーチによると、今年1 ～ 3月のインドのスマー
トフォン出荷台数は前年同期比23％増の2,490万台だった。一
方、1 ～ 3月の世界のスマホ出荷台数は3億4,400万台で、前
年同期比横ばいとなった。インド市場の成長をけん引したのは
中国企業で、出荷台数の伸びが最も大きかったビーボ（Vivo）
は前年同期実績の8.6倍を記録。次いで中国・聯想集団（レノボ）
は4.4倍に増えた。

男性喫煙率、初めて40％割れ
たばこ値上げなど影響

Korea

韓国保健福祉部が発表した「禁煙政策の推進方案」によると、
2015年の同国の男性喫煙率は39.3％で、初めて40％台を下回っ
た。前年比では3.8ポイント下落した。女性喫煙率は5.5％で
前年比0.2ポイント下がった。保健福祉部が15年1月にたばこ
の小売価格を2,000ウォン（約185円）引き上げたことや全飲
食店での禁煙実施などが影響し、近年、下げ止まっていた喫煙
率が再び押し下げられた。

三菱電機は、世界最高速となる分速1,230メートルのエレベー
ター技術を開発した。同社が納入した上海市金融地区にある中
国最高層ビル「上海中心」（上海タワー）のエレベーター 3台
のうち1台に同技術を導入する。工事は今年6月から始め、7
月中旬に完了予定。地下2階から地上119階の展望階まで約53
秒で到達する。今年4月に一部開業したばかりの上海タワーは
127階建て、高さ632メートルで、アラブ首長国連邦（UAE）
のドバイにある世界一の高層ビル「ブルジュ・ハリファ」に次
ぐ高さを誇る。

三菱電機が世界最速エレベーター
地上119階まで53秒

China

世界2位の高層ビル「上海中心」（上海タワー）の外観図＝
三菱電機提供 出所：経済部統計処

飲食業の売上高推移

台湾経済部（経産省）統計処は、台湾の飲食業売上高が今年
通年で4,300億台湾元（約1兆4,600億円）を超え、過去最高
を更新するとの見通しを示した。訪台観光客数の増加や業者に
よるチェーン展開の強化などを背景に、景気低迷が表面化する
中でも順調な成長を続けるとみる。2008 年に 3,247 億元だっ
た台湾の飲食業の売上高は年を追うごとに増加しており、世界
金融危機の影響が表面化した09年も前年比0.5％のプラス成長
を維持。15年は4,241億元だった。

16年飲食業売上高は過去最高更新も
政府が4300億元突破予測

Taiwan

成長率は前年比
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http://www.nna.jp/

現地企業の最新動向から日系企業の進出情報やビジネス統計、災害・
デモ情報まで─。アジア 14 カ国・地域から日々約 300 本の記事
を配信する NNA の Webサイト「NNA�POWER」から、アジアビジ
ネスの芽となるニュースの一部を紹介する。

The Asia
This Month

タイ工業連盟自動車部会によると、今年4月の同国の自動車
生産台数は前年同月比11.5％増の13万8,237台だった。タイ
経済が緩やかな回復傾向にあることを背景に国内向け生産が伸
び、昨年8月以来8カ月ぶりの2桁成長となった。タイ工業連
盟は「政府の大型インフラ投資予算の執行や外国人旅行者の増
加による効果が実体経済に波及し始めているほか、ゴム価格の
上昇で南部を中心にピックアップトラックを購入する農家が増
加した」と分析している。

自動車生産台数、8カ月ぶり2桁成長
経済回復で国内向け増加

Thailand
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和歌山県が誇る世界遺産に那智の滝がある。日本三名瀑の
一つに数えられ、高さ133メートルからの落差と水量は日本
一。神々しい姿は古代から信仰の対象であり、日本最初の天
皇だとされる神武天皇が滝を神として祭ったと伝えられる。
著者とその登山仲間は2012年、あろうことか那智の滝にク
ライミングを挑み、和歌山県警に軽犯罪法違反で逮捕されて
しまう。逮捕はヤフーニュースにも配信され、著者は7年間
務めた職場を辞めることになった。
著者は登山の中でも沢登りを中心に行う通称「沢ヤ」。ま
だ誰も登ったことのない渓谷や岸壁を上りたいという衝動に
任せ、無数の滝や渓谷に挑む。実は那智の滝の事件でさえ彼
の冒険談の入り口に過ぎない。その後の国内外でのチャレン
ジが破天荒に描かれる。ハイライトはタイだ。タイ西部の密
林奥に深く切れ込んだクウェーヤイ川の渓谷に踏み込み、46
日間かけて苦闘する。岩や水だけではない、トラ、大蛇、野
生の象、テロリストなどの危険も潜む。
世間の常識や節度を一切顧みない著者の思考は非常識の極
みだが、動機は純粋で曇りがなく、ストレートな言動が非常
に痛快だ。日本人にはなじみのないアジアの山奥の様子が克
明に描かれているのも興味深い。

宮城公博（みやぎ・きみひろ）
1983年、愛知県生まれ。印刷会社、福祉施
設を経て現在はライター、登山ガイド、NPO
富士山測候所職員。20歳頃から山に親しみ、
国内外で数々の初登攀（とうはん）記録を持
つ。2012年、那智の滝の無許可登攀により
逮捕される。
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逮捕！ 日本一の直瀑・那智の滝 
タイのジャングル四六日間の沢登り 
台湾最強の渓谷　チャーカンシー 
沢ヤの祭典　ゴルジュ感謝祭 

目次 のぞき見

『外道クライマー』
宮城公博�著　集英社インターナショナル
2016年3月発行　1,600円＋税

!
B o o k  R e v i e w s

アジアに行くならこれを読め

経済小説の旗手、橘玲氏の国際金融ミステリー。書名のタッ
クスヘイヴンとは所得税や法人税などの税率を非常に低く抑え
た租税回避地のことで、最近は「史上最大のリーク」と話題に
なったパナマ文書のニュースにも用語が頻繁に登場している。
本書は2014年に幻冬舎が発行した同名小説の文庫版だが、あ
る意味、文庫化に絶好の機会となった。
ストーリーは、ある日本人ファンドマネジャーがシンガポー

ルで不慮の事故死を遂げるところから始まる。シンガポールは
アジア最大のタックスヘイヴンであり、マネジャーの死の背後
には巨額の地下マネーが存在していた。主人公の古波蔵はマネ
ジャーの生前の動きからその存在に気付き、韓国、タイ、マ
レーシア、ミャンマーなどアジアを自在に移動する巨大な地下
マネーのうねりを追いかける。
作品の魅力のひとつは秘密口座の振替記録を読み解く手法な

ど、金融通の筆者が描き込むディテールだ。あくまでフィクショ
ンではあるが、ミステリーを楽しみながらタックスヘイヴンに
関する理解を深めることができる。「パナマ文書のニュースに
ピンと来なかった」というような金融オンチにはぜひ勧めたい。
小難しい解説書よりも、よほど腑（ふ）に落ちること請け合いだ。

橘玲 （たちばな・あきら）
作家。1959年生まれ。早稲田大学第一文
学部卒業。2002年、小説『マネーロンダ
リング』でデビュー。06年、小説『永遠
の旅行者』が第19回山本周五郎賞の候補
作となる。国内外の経済をテーマとした
小説、ノンフィクションの著書多数。
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秘密 
熱帯 
夜の動物園 
桜雨 

目次 のぞき見

『タックスヘイヴン』
橘�玲�著　幻冬舎文庫
2016年4月発行　770円＋税
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台湾本島から北西約200キロメートルの海上にある馬祖は、中国大陸に食
い込んだように位置する島々である。北竿、南竿の両島のほか、周辺に点在
する離島で構成されている。
今回、紹介したいのは北竿島の芹壁集落。ここでは馬祖独特の建築文化に
触れることができる。芹壁は美しい入り江に面しており、かつては漁村とし
て栄えていたが、第二次世界大戦後の国民党と共産党の内戦によって、全て
の産業が壊滅に追い込まれた。過疎化が進み、多くの家屋が遺棄されていた。
しかし、この島の伝統家屋は独自のスタイルを誇っており、2000年頃か
ら行楽客に注目されるようになった。
馬祖の伝統建築は花こう岩を用い、壁面が白いことが特色となっている。
窓は小さく、屋根には置き石を施す。このスタイルは対岸の福州などでも見
られたが、今や残っているのは馬祖のみとされる。中でも、芹壁は集落その
ものが完璧に近い保存状態となっており、注目度が高い。
現在は行楽地としての整備も進み、政府主導で家屋の修繕工事が行なわれ
ている。中には民宿や芸術空間としてリニューアルされたところもあり、興
味が尽きない。特に伝統家屋に宿泊できるのは得難い体験と言えるだろう。
まだまだ知られていない穴場の行楽スポットとして、熱いまなざしを受け
ている。（文・写真　片倉佳史）

ア ア の 場ジ 穴

離島で伝統建築巡り、宿泊体験も
馬祖・北竿島（台湾）

台北から南竿島まで立栄航空で所
要50分。毎日7便。片道2,158台湾
元（約7,300円）。春先は霧で欠航
することもあるので要注意。南竿
島と北竿島の間はフェリーで移動。
島にはレンタルバイクがあり、民
宿などでも借りられる。タクシー
は1時間約500元程度、半日で約
1,500元が相場。港や空港で客待ち
しているが台数は少ない。伝統家
屋に宿泊する場合は馬祖国家風景
区のウェブサイト（日本語あり）
に詳しい情報がある。

1台湾元＝約3.4円
（2016年5月24日時点）

アクセス

花こう岩を用いた伝統家屋群は、斜面に沿って階
段状に並んでいる。独特な景観を誇る芹壁はどこ
を切り取っても絵になる集落だ。集落を護る天后
宮は媽祖を主神とするが、あわせてカエルも守護
神となっている。
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吉岡徹治
ゴルフのプロ

寄稿

よしおか・てつじ
1962 年宮崎県生まれ。アジアジュニア
ゴルフ協会（AJGA）代表理事、代々木
高校ゴルフ部監督、ゴルフジャーナリス
ト。これまで石川遼選手や薗田峻輔選手
らを育成し、AJGA 代表理事として台湾
やタイ、中国などアジア各地でジュニア
を指導する。取材、講演などの依頼は
magicjga@gmail.com まで。

プロの

前回は私たちが訪れたアジア各国・地域
のゴルフ事情について説明しましたが、今
回はゴルフの楽しみ方を紹介します。
日本からの駐在員のみなさんが現地に滞

在すると大概はゴルフを始めるようですね。
運動不足を解消するためとか、お付き合い
のためとか、日本にいた時とは比べようが
ないほどアジアではゴルフは身近なスポー
ツです。毎年2月にタイのサイアムCCと
いうゴルフ場で1カ月ぐらい合宿をやって
いた時も、そんな駐在員たちがゴルフを楽
しんでいました。

コンパニオン付き

その楽しみ方ですが、例えばタイでは、
1組（1人）に1人ずつキャディーが付きます。
みんな週末になればお気に入りのキャ
ディーを予約して話相手になってもらって
いるようです。また、パンヤインドラGC
ではキャディー以外に「プリティー」とい
うコンパニオンが付きます。傘を差したり、
椅子を用意してくれたり、まさに接待をし
てくれる人です。ここではプリティーの
サービスで、タイでは話題となっていました。
中国・深センではナイターゴルフをよく

やっていました。昼間は暑い深セン。ナイ
ターゴルフとは夕方からスタートし、午後
9時過ぎに終わるというラウンドです。涼
しくて日焼けもしないで済むので人気があ
ります。現地の友人は弁当を持って来て、
食べながらコースを回っていました。ただ、
フェアウエー以外は真っ暗ですので林に入
れたらロストボールになってしまいますか

ら、ボールはたくさん必要になりますね。

たいてい難しい

アジアのゴルフ場はいいコースが多いで

すね。日本ならいいスコアの出るコースが
いいコース（？）ですが、アジアでは「い
い設計者が作ったコースがいいコース」と
いう考えがあり、たいてい難しく造ってあ
ります。
例えば、香港アマチュアゴルフ選手権の

試合会場だったクリアウォーターベイGC
は海に突き出た半島を回るようにプレーす
るコースで、最初はどこに打つの？　と面
食らったものです。タイのジュニア大会で
は猿や犬が寝っ転がっているコース（ロイ
アル・ホアヒンGC）でプレーしたことも
あります。ここはタイで一番最初にできた
ゴルフ場です。
それから、アジアで一番プレーしたいゴ

ルフ場はインドのザ・デリー GCですね。
国立公園をゴルフ場にしたコースで、ここ
はアジアンツアーの試合会場でもあるので
すが、選手たちからは「世界一狭いフェア
ウエー」と恐れられているコースです。機
会があればぜひ一度プレーしてみてくださ
い。
プレー以外にも台湾では中国語の表記を

見ながら「自分でも話せるようになりたい
な」との思いから勉強を始め、今ではかな
りできるようになりました。現地でゴルフ
をやりながら、興味があれば語学も一緒に
勉強する――。それはそれでいい機会にな
ると思います。
アジアのゴルフ場の多くで、日本人会や

同好会などができているようです。日本国
内みたいに堅苦しくないので、気軽に足を
運んでゴルフライフを楽しんでください。
今ではLCC（格安航空）で簡単にアジ

アの国・地域の間を行き来できます。週末
にちょっと隣の国にゴルフをやりに行く、
なんてことも。現地の食べ物もおいしいで
すから、アジアの生活がもっと楽しくなる
ことでしょう。

タイのゴルフ場で。犬もギャラリーの一員だ（本人提供）タイのコンパニオンたち（本人提供）
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Singapore Indonesia

「近藤様、おはようございます！」─うちの
タイ人嫁の朝は、ツイッターのコミュニティー
でこう挨拶（あいさつ）することから始まる。
タイ人の新撰組ファンが集うコミュニティー
で、参加者は歴史上の人物になりきる。嫁は新
撰組ではないが、ともに幕府に身を捧げた剣豪、
伊庭八郎。百数十年前のきょう、伊庭が何をし
ていたか調べては共有している。
5月17日は近藤勇の命日（1868年5月17日＝
慶応4年4月25日）だった。参加者は斬首に至
るまでの経緯や、最期の記録を調べるのに大忙
し。自分は案の定、難解な資料を嫁に見せられ
ては質問攻めに遭った。
日本では数年前に「歴女」が話題になったが、
今では東南アジアにまで広がっている。アニメ
やゲームの影響もあるだろうが、日本の歴史を
学ぶ彼女たちの熱意には感服する。シンガポー
ルにも歴女がいるか探ってみたい。
� （シンガポール発5月18日）

首都ジャカルタ中心部のブロックM。一帯に
は日本食店や日系スーパーが多く、「リトル東
京」として知られているが、実は古本の街だっ
たことを先ごろ初めて知った。
足を運んだのは、ローカル商業施設「ブロッ

クMスクエア」の地下2階。衣料店のミシンの
音の中を抜けて奥に進むと、そこには本の山が
広がっていた。大半の書籍はインドネシア語で
書かれているため、どのようなお宝が埋もれて
いるかは未知数。だが坂本龍馬の伝記マンガや、
スカルノ大統領が所蔵した絵画や彫刻を集めた
写真集の第2巻などの日本語書籍を発見しては、
どんな経緯でここに落ち着いたのか、想像を膨
らませてしまう。
近くで古レコードに加えて古カセットテープ

も売っており、店内BGMにはジャズや1980年
代の米国ロックが流れる。ノスタルジーに浸っ
て、濃密な時間を過ごせる場所を見つけた。
� （インドネシア発5月26日）

常に高感度なアンテナを張り巡らせて、
アジアの旬な話題を敏感にキャッチし、独自の視点で素早く料理する。
そこには記者自身しか語れない経験や知識といった
とっておきのスパイスが、隠し味として振りかけられている。
The�Daily�NNAで、各地の記者が連綿とバトンタッチして受け継いできた掌編。
それが、360字でアジアの今を語る現地発コラム「テイクオフ」─

T a k e  O f f
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の あ る 風 景

設置場所は学生の国際交流の拠点であ
るマキムホール（15号館）の3階。ユ
ニットは縦横2.6メートル、高さ2.4メー
トル。木造、畳敷きの落ち着いた和風
の内装で、手足や口を清めるための水
場も備える。丹青社によると製品価格
は最安で325万円から。立教大学では
男女のいずれが利用中か示す掛札を用
意し、利用時に掲示している。

近ごろ、訪日旅行者の増加もあって街中
でイスラム教徒（ムスリム）を目にする機
会が増えた。イスラム教の戒律に合わせた
飲食メニューや祈りのための個室を提供す
るなど商業施設の対応も進んでいる。ムス
リムの存在がぐっと身近になってきた。
今年4月、ミッション系スクールの名門

として知られる立教大学が東京・池袋にあ
る本部キャンパス内に「祈りの部屋」を開
設した。部屋はユニット型の礼拝室で、空
間デザイン・施行大手の丹青社とハラル・
ジャパン協会が共同開発した。既存の建物
内に簡単な工事で取り付けできるのが特長
で、これまでに空港や商業施設での設置事
例があるが、教育機関への設置はこれが国
内初だ。大学によると「利用者は特定の宗
教に限定しないが、主にイスラム圏からの
留学生を想定している」という。

現在の外国人留学生は約700人。10年後
には総数を2,000人に増やす計画だ。イス
ラム圏からは年間約20人を受け入れ、ア
ジアのイスラム圏からも徐々に増えている。
「学生がお祈りの場所探しに苦労していた
と聞きました。設置後は頻繁に利用があり
ます。日本人学生も自然に受け止め、良い
異文化体験になっています」（同大広報）
十字を掲げた赤れんがのチャペルとイス

ラム教徒の祈りの間が共存するのは、意外
性のある取り合わせだ。立教の創始者は名
声のための善行を嫌い、真の信仰の大切さ
を訴えたという。例え異なる宗教であった
としても、相手の信仰を尊重しようという
想いが伝わってくる。
「汝（なんじ）の隣人を愛せ」とキリスト
は説いた。隣人愛とは何か。この部屋こそ、
その愛の一つの形なのかもしれない。

ムスリムはチャペルの学び舎で
祈りを捧ぐ
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海外危機管理セミナー 2016
～大気汚染や感染症にいかに身構えるか～

台湾の政権交代から見る、香港の政治制度の行方

セミナー

セミナー

NNA 倶楽部会員ご招待

NNA 倶楽部会員優待

近年、ジカ熱や中東呼吸器症候群（MERS）など
世界各国で感染症の脅威が目立つ一方、多くの企
業人が活躍する中国やインドを中心に大気汚染の
深刻な状況が続いている現実があり、健康に対す
る大きな脅威は絶えることがありません。
こうした情勢を踏まえ、関連情報のモニターや
注意喚起の発信など海外安全対策の責任者がいか
に身構えるべきか、日頃の備えと有事対応の側面
から、この分野で我が国を代表する先生を招き海
外危機管理セミナーを開催いたします。

【会場】
日本・大阪
ハービスPLAZA ENT 貸会議室1・2号室
大阪府大阪市北区梅田2-2-22オフィスタワー 9F
【定員】
60名
【締切】
2016年6月2日（木）
【受講料】
NNA倶楽部会員：無料
【問い合わせ】
NNA倶楽部運営チーム
TEL：＋81-3-6218-4330【講師】

濱田篤郎 氏
東京医科大学病院　渡航者医療センター 

【日時】
2016年6月9日（木）
16：00 ～ 18：00　セミナー終了後懇談会（受付15：30～）

http://news.nna.jp/free/
seminar/2016/160609_jpy/

〈詳細・申し込みは下記より〉

香港のお隣、台湾では5月20日の蔡英文総統の
誕生により8年ぶりに政権交代が実現しました。一
方の香港では、2014年の「雨傘運動」以来、市民
の選挙制度改革への要望がより一層表面化してき
ています。成熟しつつある台湾の制度と不透明感
を増す香港の現状。両者の違い、また共通点は何か。
今回の講演では、NNAの親会社である共同通
信社の香港・広州支局長の芹田晋一郎氏が、台湾
での選挙取材や香港でのデモ取材の実体験を基
に、香港や台湾の政治制度の現状や先行きについ
て解説します。

【会場】
香港
香港日本人倶楽部9階　松の間
Unit 902, 9/F, Tower 535, 535 Jaffe Road, Causeway 
bay, Hong Kong
【定員】
50名
【締切】
2016年6月6日（月）
【参加費】
NNA有料サービス契約者 ：無料
NNA倶楽部会員 ：HK$500
一般  ：HK$700
【問い合わせ】
NNA香港 企画営業部
TEL：＋852-2802-6303　E-mail：sales_hk@nna.asia

【講師】

芹田晋一郎 氏
共同通信社 香港・広州支局支局長

【日時】
2016年6月13日（月）
セミナー：17：00 ～ 18：30（受付16：30 ～）
懇親会　：18：30 ～

http://news.nna.jp/free/
seminar/2016/160613_hkd/

〈詳細・申し込みは下記より〉

http://news.nna.jp/free/seminar/2016/160609_jpy/
http://news.nna.jp/free/seminar/2016/160613_hkd/
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ここがポイント！
台湾会計・税務の基礎と改正事項を総ざらい

セミナー

NNA 倶楽部会員優待

台湾会計・税務において、経営者や実務担当者
が押さえるべきポイントを解説します。2015～
16年前半の改正事項も総ざらい。最新情報をアッ
プデートするのに最適です。
セミナー後、アサヒビール様よりご提供の生
ビールを用意して懇親会も企画しています。人脈
作りの場としてもぜひご活用ください。

【定員】
100名
【締切】
2016年6月20日（月）
【参加費】
NNA有料サービス契約者 ：無料
NNA倶楽部会員 ：NT$800
一般 ：NT$1,000
【問い合わせ】
NNA台湾 企画営業部
TEL：＋886-2-2521-3070
E-mail：sales_tw@nna.asia

【講師】

奥田健士 氏
資誠聯合会計師事務所（PwC台湾）パートナー 

【日時】
2016年6月24日（金）
セミナー：14：00 ～ 16：30（受付13：30 ～）
懇親会　：16：30 ～ 17：30（個別質問可）
【会場】
台湾
張栄発基金会国際会議中心
台北市中正区中山南路11号8楼

http://news.nna.jp/free/
seminar/2016/160624_twd/

〈詳細・申し込みは下記より〉

JAC-NNAセミナー
〈インドネシア会計・経営分析編 書籍付〉

セミナー

インドネシアの「経営分析、会計・簿記」について
のセミナーを開催いたします。昨年発売した『コ
ンサルタントの現場と実践　インドネシア会計』
に関連し、著者のJAC吉田隆社長より会計・簿記の
知識を利用して、経営分析について解説頂きます。
現地法人役員として赴任された皆様にとって必
要となる経営分析を基礎から確認して頂ける内容
となっております。

【定員】
各日50名
【締切】
定員になり次第
【参加費】
NNA有料サービス契約者 ：80万ルピア（税込み）
Japan Asia Consultants

（JAC）会員 ：80万ルピア（税込み）
一般  ：130万ルピア（税込み）
※書籍『コンサルタントの現場と実践　インドネシア会計』（55万ルピア）」1冊の料

金を含みます。

【問い合わせ】
NNAインドネシア営業部
TEL：＋62-21-520-1423
E-mail：sales_id@nna.asia

【講師】

吉田隆 氏
PT. JAPAN ASIA CONSULTANTS　代表取締役社長

【日時】
2016年6月22日（水）
13：30 ～ 15：50（開場13：00 ～）
2016年7月20日（水）
13：30 ～ 15：50（開場13：00 ～）
【会場】
インドネシア・ジャカルタ
Intiland Tower
19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.32, Jakarta 10220

http://news.nna.jp/free/
seminar/2016/160622_idr/

〈詳細・申し込みは下記より〉

http://news.nna.jp/free/seminar/2016/160624_twd/
http://news.nna.jp/free/seminar/2016/160622_idr/


会社名

氏名 住所

部署 E-mail

TEL

※ご記入いただいた個人情報は、発送・請求・資料送付業務以外の目的には使用いたしません。ご本人から承諾を得たとき、法令に基づくとき、正当な理由のあるときを除き、個人情報を第三者に提供いたしません

下記ご記入のうえ、FAXあるいは E-mail にてご返送ください

シンガポール
新任者キャンペーン
2週間無料トライアル
現地企業・市場の動向は─
日系企業の進出は─
テロや災害の詳細は─

現地発！アジアの
ビジネス情報満載！

新規ご契約で選べるプレゼント

❷シンガポール給与調査
　ダイジェスト版

❶シンガポール雇用法

※ご契約期間 6カ月で 2カ月、12カ月で 3カ月無料配信

● POWER ASIA PLUS
アジア15カ国・地域の最新～過去のニュースを網羅
PC・スマホで簡単検索

● The Daily NNA
シンガポール＆ASEAN版
現地発の情報を月～金曜日、メール（PDF）配信

対象商品

NNA SINGAPORE PTE. LTD. 10 Anson Road #14-08 International Plaza Singapore 079903
Tel：65-6738-3333 

トライアルお申し込み 対象者

Fax：65-6227-2995
Email：sales_sg@nna.asia

❶2016年1月～6月にシンガポールに赴任された方
❷新規でNNA有料サービスをご契約の方

最大3カ月
無料配信
最大3カ月
無料配信＋＋

シンガポール限定
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お問い合わせはお近くのNNAへ。連絡先は15ページをご覧ください。

The Daily NNA
アジア各国・地域版（日刊紙）

現地企業・市場の動向は？　日系企業の進出は？　
テロ・災害の詳細は？
ビジネスに不可欠な現地発の情報を、毎日PDFで
お届けします。
国・地域や業種に絞って情報収集したい方へ。

エディション（版）	：	 中国総合版、香港&華南版、台湾版、
韓国版、フィリピン版、タイ版、ベト
ナム版、ミャンマー版（ラオス、カン
ボジア含む）、マレーシア版、シンガ
ポール&ASEAN版、インド版、イン
ドネシア版、豪州&オセアニア版

発行	 ：	 月曜～金曜日
仕様	 ：	 PDF（E-mail添付）A4サイズ15ペー

ジ前後

NNA POWER ASIA PLUS
（Webサイト）

最新情報を国・地域、業界別で整理。通常の記事に
加え、実務に役立つコンテンツが充実。詳細検索や
記事を自動収集する「Myニュースルーム」など機
能も豊富です。複数の国・地域の情報収集をしたい
方へ。

対象国・地域	 ：	 中国、香港、台湾、韓国、フィリピン、
タイ、ベトナム、ミャンマー、マレー
シア、シンガポール、インド、インド
ネシア、オーストラリア

Myニュースルーム：	 指定の条件に合った記事を自動で収
集、毎朝メールで通知

現地発の情報をビジネスに
NNAはアジア・オセアニア、ヨーロッパの拠点から

最新の経済ビジネス情報をお届けしています。
ニーズに合わせさまざまな方法で情報を取得できます。

ぜひご利用ください。
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■拠点
�

【北九州】
株式会社エヌ・エヌ・エー　北九州事務所
802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1
アジア太平洋インポートマート7階
TEL：81-93-513-1570　FAX：81-93-513-1571

【韓国】
NNA JAPAN CO.,LTD. SEOUL BUREAU
TEL：82-2-736-7955
NNA JAPAN CO.,LTD. SEOUL BRANCH
TEL：82-2-736-7196
10F, Yonhapnews bldg, 25, Yulgok-ro 2-gil,
Jongno-gu, Seoul, Korea
FAX：82-2-6280-7195

【上海】
上海時迅商務諮詢有限公司
200335 上海市長寧区金鐘路968号
凌空SOHO６号楼505-506室
TEL：86-21-6295-5123　FAX：86-21-6295-5161

【北京】
上海時迅商務諮詢有限公司　北京分公司
100005 北京市東城区建国門内大街7号
光華長安大廈1座910室
TEL：86-10-6510-1060　FAX：86-10-6510-1260

【広州】
上海時迅商務諮詢有限公司　広州分公司
510095 中国・広東省広州市環市東路371-375号
世貿中心大廈南塔916室
TEL：86-20-8775-5008　FAX：86-20-8775-5018

【大連】
上海時迅商務諮詢有限公司　大連連絡処
116001 大連市中山区港湾街20号
名仕財富中心南塔805室
TEL：86-411-8231-2299　FAX：86-411-8231-1212

【香港】
NNA HONG KONG CO., LTD.
4F Kwai Hung Holdings Centre,
89 King’s Rd, North Point, Hong Kong
TEL：852-2802-6303　FAX：852-2512-0617

【台湾】
香港商亜洲信息網絡有限公司　台湾分公司
10448 台北市中山区中山北路二段129号11楼
TEL：886-2-2521-3070　FAX：886-2-2521-3050

【フィリピン】
NNA PHILIPPINES CO., INC.
Unit 2006, 88 Corporate Center
141 Valero Corner Sedeno Street,
Salcedo Village, Makati City, Philippines
TEL：63-2-753-3515　FAX：63-2-753-3517

【タイ】
NNA (THAILAND) CO., LTD.
23/61 Sorachai Building 18 Floor,
Sukhumvit 63 Road, North Klongtan, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
TEL：66-2-392-0475　FAX：66-2-392-0479

【カンボジア】
NNA JAPAN CO., LTD. PHNOM PENH BUREAU
Room 333 InterContinental Hotel Phnom Penh, 
296 Mao Tse Toung Boulevard, Phnom Penh, Cambodia
TEL：855-23-424-308　FAX：855-23-424-309

【ベトナム】
NNA VIETNAM COMPANY LIMITED
D704 ITAXA Building, No.126 Nguyen Thi Minh Khai Street,
Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL：84-8-3930-6400　FAX：84-8-3930-6420

【マレーシア】
NNA (MALAYSIA) SDN. BHD.
D-3-5, Megan Avenue 1
No189 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur, Malaysia
TEL：60-3-2163-6226　FAX：60-3-2163-9993

【シンガポール】
NNA SINGAPORE PTE. LTD.
10 Anson Road #14-08 International Plaza Singapore 079903
TEL：65-6738-3333　FAX：65-6227-2995

【インド】
NNA SINGAPORE PTE. LTD （INDIA LIAISON OFFICE）
201, JMD Regent Square,
MG Road, Gurgaon, Haryana 122002 India
TEL：91-124-430-8322　FAX：91-124-430-8323

【インドネシア】
PT. NNA INDONESIA
Setiabudi Atrium Building 2nd/FL., Suite 208
Jl.H.R. Rasuna Said, Kav. 62 Kuningan, Jakarta 12920 Indonesia
TEL：62-21-520-1423　FAX：62-21-520-1424

■提携会社
�

【オーストラリア】
NNA AUSTRALIA PTY. LTD.
19 & 20, Level 5, 58 Pitt Street, Sydney, NSW 2000 Australia
TEL：61-2-9264-0998　FAX：61-2-9264-0960

【英国】
Economic Media Bulletin Limited (EMB)
28 St Olav’s Court, Lower Road, Canada Water
London SE16 2XB United Kingdom
TEL：44-20-7064-0600　FAX：44-20-7064-0606

NNA倶楽部会員向けの月刊紙。リアルなア
ジアを伝える「取材ノート」、キーパーソン
の言葉から時流を読み取る「アジアの風」、
各分野の専門家に聞く「プロの眼」など、
アジアビジネスに役立つコンテンツを満載。
新サービス、キャンペーン、セミナーのお
知らせも掲載しています。

共同通信グループ
株式会社エヌ・エヌ・エー
NNA JAPAN CO.,LTD.
http://www.nna.jp/

〒105-7209
東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー 9階
81-3-6218-4330（代表）

NNA倶楽部 運営チーム
nnaclub@nna.asia

◉発行元
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