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Messages from Alumni 社会の第一線で活躍する卒業生 から外大志望の君たちへ

大学時代
　1960年ロシア学科に入学。ちょうどその１カ月ほど前に、当時の
ソビエト連邦が人類初となる人工衛星≪スプートニク≫の打ち上げに
成功、ぼくの高校の担任などは合格の報告を聞いて「これからはソ連
の時代だぞ！」と言って肩をたたいてくれました。しかし、ぼくはロシア
語になかなかなじめず、苦労した記憶が残っています。ただ、男声合唱
の「グリークラブ」に入部していたので、当時ロシア民謡が日本の多く
の若者たちに親しまれていたこともあって、ずいぶん多くの曲を練習
し、リサイタルでもそれらを唄ったものです。

サラリーマン時代
　社会に出て初めて就職した会社が大阪の繊維商社でした。本当に
家族のような雰囲気が強い会社で、毎日が楽しかったのですが、管理
職の一部が不正をしているという事実があり、10名ばかりの有志が
集まって社長に粛清の決断をお願いしたのですが、「親父の創立
した会社をつぶす危険には晒せない」という理由で、社長は決断を
見送ったため、ぼくは２年ちょっとで退社し、新しくできた貿易会社に移
りました。そして、すぐに香港駐在員事務所所長として香港に赴任。
以来、５年後の独立を経て香港滞在は半世紀近くになっています。

香港に来てよかったこと
　香港は100年にわたる英国の統治時代に、英国自体もなしえな
かった理想的な社会制度の確立に成功した世界でも類のない
都市。日本社会では常識の、失業保険、健康保険、厚生年金といっ
た社会保険は全て無く、小さな政府で大きな経済を支えている。基本
は住民がしっかりとわきまえている「自己責任の感覚」。その結果、
累進課税の上限は、法人税で16.5％、個人の所得税は15.5％と低
く、しかも相続税なし、キャピタルゲイン（例：株や不動産の売買益とか
配当）はすべて無税。経済活動には最適の環境です。

これからの社会を動かしていく君たちへ
　これからの日本は、国家が自分のために何をしてくれるのか？を論
ずるよりも、自分が国に対して何ができるのか？を論ずるべき時代に入
ります。これから生まれてくる子どもたちに対して、自分たちがどのように
向き合い、どのように自分たちの時代のことを次世代に伝えていくの
か？といったことを常に意識していることが必要になって来ると思いま
す。その上で、アジアの国々の人 を々視野に入れ、同様の考えを広げ
ていく。そういう時代になりますが、その場合、言葉は絶対に必要不可
欠なものと理解してください。

大学時代
　男女雇用機会均等法以前の世代ですが、長く働き続けたい、その
ために専門知識や技能を習得したいと、「法経商コース」を選択し、
松下電器産業（現パナソニック）株式会社に入社しました。
　必ずしも成績のいい学生ではありませんでしたが、学生時代は
「よく学び、よく遊べ」とばかり、六甲、三宮界隈を闊歩していました。
毎日の阪急六甲から大学までの坂道の登り下りがきつかったことが
印象深く残っていますが、今はなつかしい思い出の一つです。

仕事への取り組み─とにかく一所懸命─
　法経商コースでの授業が面白く、法務部門を希望し、念願かない
国際契約部に配属され、その後23年間、本社及び白物家電会社で
法務業務を担当しました。2005年からは、社会貢献部門、全社プロ
ジェクト、現在のブランド部門と次々に新たな業務を担当しましたが、
とにかくチャレンジあるのみです。
　入社当時は、法務知識も語学力も不十分で、落ちこぼれ的存在で
したが、紆余曲折ありながら、働き続けることが出来ているのは、辛い
時やうまくいかない時も、そこから逃げず、とにかく一所懸命努力する
ことで、周りの人からサポートを頂戴でき、乗り切ることができたのでは
としみじみ思っています。

社会人として仕事をしていくうえで必要なこと
　組織で仕事をしていく中では、必ずしも得意なこと、またやりたいこと
だけができるわけではありませんが、自分自身に枠をはめずに、勇気を
持って、まずはチャレンジしてほしいと思います。たとえうまくいかなかっ
たとしても、チャレンジした経験は、その後の人生にきっと役に立つと
思います。
　また仕事をしていく上で、楽しいことばかりではなく、辛いことや苦し
いこともありますが、どんな時も、自分自身を見失わず、「自分の評価は
自分で決める」と覚悟することもとても大事なことです。

これからの社会を動かしていく君たちへ
　私たちを取り巻く環境は、大きく変化し、地球規模で政治や経済が
動き、ＩＴのない生活は想像できません。だからこそ、コミュニケーション
がますます重要になってきています。神戸外大生には、活躍できる
ステージがグローバルに広がっています。大学で学んだコミュニケー
ション力を武器に、このグローバルな時代をしなやかに、そしてしたたか
に乗り切っていただき、自ら道を切り拓いて頑張ってください。

大学時代に「伸びしろ」蓄えよう
　六甲山麓（灘区土山町）に学舎があった時代です。サッカー部に5年
間在籍。通学路から裏山まで続く急坂が格好の（当時は地獄の）ラン
ニングコースでした。授業～サッカー～夜のアルバイトなど、非常に過密
な毎日でしたが、新聞社で「夜討ち朝駆け」の事件記者生活に耐える
体力・気力が養われたのかな、と思っています。一緒にプレーした先輩、
後輩との交流は続いており、ボールを蹴る元気はまだ残っています。
　学生時代は、後のことは考えずにとことんやってみることができる貴重
な時期です。それが、社会に出てからの伸びしろ、余力につながると
思います。

報道の仕事
　神戸新聞社で36年間勤務し、大半が編集業務でした。報道、新聞

（地方紙）の役割を考えるうえで、阪神・淡路大震災は衝撃的で、エポッ
クメーキングな出来事でした。それまで、被害者や被災者を取材する場
合、安全地帯から、上から目線で接していたのではないかと反省させら
れました。同じ被災者の立場になってみると、景色が一変しました。本当
に求められている情報は何か。被災地から発信すべき情報は何か。被害
状況のまとめも必要ですが、何より求められたのは、家族・知人の安否、
きょう明日を生きるための食べ物、水、トイレなど具体的情報でした。
　いま何が起きているのかを伝えることは、人と人とをつなぎ、コミュニ
ティー、世論を醸成するうえで不可欠の役割です。「現代史の証人」
だと思っています。不規則で長時間に及ぶことも多い仕事ですが、
面白いと思っていただければ苦になりません。

社会人として仕事をしていくうえで必要なこと
　人との出会い、つながりを大切にすることが一番と考えています。
「頼れる人がいる」「（自分を）頼っている人がいる」から、困難な状況
にも立ち向かえます。人、仕事とのめぐり合わせを生かせるかどうか
で、社会人生活の多くが左右されます。人間関係づくりは学生時代
から本格化します。神戸市外大は小さな大学ですが、その分、濃密な
付き合いもできます。人生の「財産」づくりを始めてください。

これからの社会を動かしていく君たちヘ
　日本は人口減社会に突入しました。拡大を前提とした、明治以来の
あらゆる仕組みは変わらざるを得ません。イノベーションを担えるのは
「若者、よそ者、バカ者」とよく言われますが、若いみなさんには、変わる
ことを恐れない柔軟な思考力、そして行動力が求められます。そのため
に、未知への好奇心、広い視野を持って、コミュニケーション力を磨いて
ください。外国語を学ぶことが大いに役立ちます。
　これは外国語学の重要な側面だと思っています。もちろん、語学力
そのものを生かせれば素晴らしいですし、就職先には困らないでしょう。

非常に充実した大学時代
　神戸市外大には、今も感謝の気持ちでいっぱいです。専攻の中国語に
ついては、入学直後の厳しい発音指導から始まり、日常会話から古典文学
まで様 な々中国語を学ぶことができました。神戸市外大の中国語は、社会の
各分野で高い評価を受けています。　また、語学以外の授業も非常に充実
しています。私は、３年生からは、法経商コースを選択し、憲法、国際法、
民法、経済学、金融学などの授業を受けましたが、そのレベルは非常に
高く、国家公務員試験だけではなく、外務省に入ってからの実務にも大いに
役立っています。
　神戸市外大は、大規模な総合大学とは異なりアットホームな雰囲気が
あります。私は中国語研究会に所属しましたが、年に一度の語劇などを通
じ、非常に充実した大学生活を送ることができました。なお、私の妻は、私が
３年生になったときに新入生として入ってきた中国学科の後輩であり、神戸
市外大は「仲人」でもあります。

外交において外国語は極めて重要
　私は1990年に神戸市外大を卒業して外務省に入ってから既に25年
あまりになりますが、２年間の北京大学での在外研修及びこれまで３回で
合計約10年になる北京の大使館勤務を含め、ほとんどが中国関係の仕事
に従事してきました。
　外交、国と国との関係といっても、突き詰めると人と人との関係です。そし
て、人と人との関係に欠かせないのが言葉です。私は外務省に入ってから
の25年あまり、学んだ中国語を最大限に活かして一般の中国庶民から中
国共産党、中国政府の幹部まで実に多くの中国の方 と々交流してきました。
その中で、中国の方々に日本政府の立場や日本の状況を伝えてきましたし、
日本の方々には中国語で理解した中国事情について紹介してきました。外
交において外国語は極めて重要な役割を果たしています。

通訳のために常に様々なことを勉強
　私は、１９９７年以降、天皇陛下、総理大臣の中国語通訳を務め、多くの
歴史的な場面に立ち会うことができました。もちろん、重要な通訳はかなりの
準備を必要としますし、本番は、文字どおり寿命が縮まる思いです。
　特に総理大臣の発言は日本政府を代表する発言であり、総理大臣通訳
はその一言一言を正確に訳さなければなりません。このため、言葉のみなら
ず、常に内外の様 な々ことを勉強しなければなりません。
　「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ
者に如かず。」これは孔子の言葉です。勉強でも何でも楽しんだ者が勝ち
です。外国語のレベルが上がること、知識が増えることは本来楽しいこと
なのです。私はいつも楽しみながら勉強をしています。

これからの社会を動かしていく君たちヘ
　これからの日本、これからの世界は間違いなく若い人々の双肩にかかって
います。君の夢は何ですか。私が高校生のときの夢は中国語を話すことがで
きるようになることでした。大学生のときの夢は中国に留学することでした。
外務省に入ったときの夢は総理大臣の通訳をすることでした。今は外務省の
情報分析官として、日々 、中国のことを研究し分析しています。
　外国語は無限の可能性をもたらしてくれます。神戸市外大で外国語の
世界にどっぷりと浸り、輝かしい未来に向けて走り出してみませんか。

人との出会いは一生の財産。
限界恐れずチャレンジできるのが
大学生活。
外国学、語学が可能性を拓く。

言葉は絶対に必要不可欠なもの─
自分に何ができるか、
日本そしてアジアの国 を々視野に入れ、
これからの世代へ伝えていくこと。
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体力・気力が養われたのかな、と思っています。一緒にプレーした先輩、
後輩との交流は続いており、ボールを蹴る元気はまだ残っています。
　学生時代は、後のことは考えずにとことんやってみることができる貴重
な時期です。それが、社会に出てからの伸びしろ、余力につながると
思います。

報道の仕事
　神戸新聞社で36年間勤務し、大半が編集業務でした。報道、新聞

（地方紙）の役割を考えるうえで、阪神・淡路大震災は衝撃的で、エポッ
クメーキングな出来事でした。それまで、被害者や被災者を取材する場
合、安全地帯から、上から目線で接していたのではないかと反省させら
れました。同じ被災者の立場になってみると、景色が一変しました。本当
に求められている情報は何か。被災地から発信すべき情報は何か。被害
状況のまとめも必要ですが、何より求められたのは、家族・知人の安否、
きょう明日を生きるための食べ物、水、トイレなど具体的情報でした。
　いま何が起きているのかを伝えることは、人と人とをつなぎ、コミュニ
ティー、世論を醸成するうえで不可欠の役割です。「現代史の証人」
だと思っています。不規則で長時間に及ぶことも多い仕事ですが、
面白いと思っていただければ苦になりません。

社会人として仕事をしていくうえで必要なこと
　人との出会い、つながりを大切にすることが一番と考えています。
「頼れる人がいる」「（自分を）頼っている人がいる」から、困難な状況
にも立ち向かえます。人、仕事とのめぐり合わせを生かせるかどうか
で、社会人生活の多くが左右されます。人間関係づくりは学生時代
から本格化します。神戸市外大は小さな大学ですが、その分、濃密な
付き合いもできます。人生の「財産」づくりを始めてください。

これからの社会を動かしていく君たちヘ
　日本は人口減社会に突入しました。拡大を前提とした、明治以来の
あらゆる仕組みは変わらざるを得ません。イノベーションを担えるのは
「若者、よそ者、バカ者」とよく言われますが、若いみなさんには、変わる
ことを恐れない柔軟な思考力、そして行動力が求められます。そのため
に、未知への好奇心、広い視野を持って、コミュニケーション力を磨いて
ください。外国語を学ぶことが大いに役立ちます。
　これは外国語学の重要な側面だと思っています。もちろん、語学力
そのものを生かせれば素晴らしいですし、就職先には困らないでしょう。

非常に充実した大学時代
　神戸市外大には、今も感謝の気持ちでいっぱいです。専攻の中国語に
ついては、入学直後の厳しい発音指導から始まり、日常会話から古典文学
まで様 な々中国語を学ぶことができました。神戸市外大の中国語は、社会の
各分野で高い評価を受けています。　また、語学以外の授業も非常に充実
しています。私は、３年生からは、法経商コースを選択し、憲法、国際法、
民法、経済学、金融学などの授業を受けましたが、そのレベルは非常に
高く、国家公務員試験だけではなく、外務省に入ってからの実務にも大いに
役立っています。
　神戸市外大は、大規模な総合大学とは異なりアットホームな雰囲気が
あります。私は中国語研究会に所属しましたが、年に一度の語劇などを通
じ、非常に充実した大学生活を送ることができました。なお、私の妻は、私が
３年生になったときに新入生として入ってきた中国学科の後輩であり、神戸
市外大は「仲人」でもあります。

外交において外国語は極めて重要
　私は1990年に神戸市外大を卒業して外務省に入ってから既に25年
あまりになりますが、２年間の北京大学での在外研修及びこれまで３回で
合計約10年になる北京の大使館勤務を含め、ほとんどが中国関係の仕事
に従事してきました。
　外交、国と国との関係といっても、突き詰めると人と人との関係です。そし
て、人と人との関係に欠かせないのが言葉です。私は外務省に入ってから
の25年あまり、学んだ中国語を最大限に活かして一般の中国庶民から中
国共産党、中国政府の幹部まで実に多くの中国の方 と々交流してきました。
その中で、中国の方々に日本政府の立場や日本の状況を伝えてきましたし、
日本の方々には中国語で理解した中国事情について紹介してきました。外
交において外国語は極めて重要な役割を果たしています。

通訳のために常に様々なことを勉強
　私は、１９９７年以降、天皇陛下、総理大臣の中国語通訳を務め、多くの
歴史的な場面に立ち会うことができました。もちろん、重要な通訳はかなりの
準備を必要としますし、本番は、文字どおり寿命が縮まる思いです。
　特に総理大臣の発言は日本政府を代表する発言であり、総理大臣通訳
はその一言一言を正確に訳さなければなりません。このため、言葉のみなら
ず、常に内外の様 な々ことを勉強しなければなりません。
　「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ
者に如かず。」これは孔子の言葉です。勉強でも何でも楽しんだ者が勝ち
です。外国語のレベルが上がること、知識が増えることは本来楽しいこと
なのです。私はいつも楽しみながら勉強をしています。

これからの社会を動かしていく君たちヘ
　これからの日本、これからの世界は間違いなく若い人々の双肩にかかって
います。君の夢は何ですか。私が高校生のときの夢は中国語を話すことがで
きるようになることでした。大学生のときの夢は中国に留学することでした。
外務省に入ったときの夢は総理大臣の通訳をすることでした。今は外務省の
情報分析官として、日々 、中国のことを研究し分析しています。
　外国語は無限の可能性をもたらしてくれます。神戸市外大で外国語の
世界にどっぷりと浸り、輝かしい未来に向けて走り出してみませんか。

人との出会いは一生の財産。
限界恐れずチャレンジできるのが
大学生活。
外国学、語学が可能性を拓く。

言葉は絶対に必要不可欠なもの─
自分に何ができるか、
日本そしてアジアの国 を々視野に入れ、
これからの世代へ伝えていくこと。


