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オフィス楕しから、プラン、

エーアフターフォロー雷で
中内でのオフィス作りは予姓以上に多くの労力
モ必書としまれあなたの限られた噂蘭書蠣勤
次のコクヨが勤書出す

活用いただくためlこ払たちの増った8■とノウ
ハ打払■まなオフィス遣りをご馳ヽたします．

★スて虫り翳す

事l■b−カル蠣l晶も多く■り

鵬Ⅶ明年．モ捕狭例僻へと向かう、＊たなコタヨの鎗きサ甘事一新しい碍ゴマーク縫、お書機
と拇モう資しヽつながり毛I■くとともk、鮎あふれ暴行肋℡、鞠糟捌を耕するとい
う卿です・蝕めコクヨ紬き出れ側に恥コタヨ粍ご蜘くた古い．耕しい臼ゴ畝
斬らいコクヨ納ます。
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劉若美（Rene」山）

中日台蒼出身．ZOO3年に中華風で大

結婚に憬れるl轄狩磋lを演じて個

ヒットした丁∨ドラマー扮虹女郎」で、

性派女せとして注目を浴びる．シン

整夜」をリリースした，

カーとしての鮮値も高く、2005年

12月には、待望のニューアルバム「一

型望

アンチイニフウ︶と競演したr天下

無賊−で︑香港t影金紫荊‡のt優秀主演女

いものにした劉若夷⊥レネ・リウ︶︒Ki

優賞を受賞︑演技派としての地位をゆるぎな

rOrOのカバー曲﹁根愛根牽件︵＝長い畢﹂

1後乗︵−未来へ︶Lなど︑シンガーとして

日本人にもおなじみだ︒そんな彼女が先月末

にりり−スしたニューアルバム﹁一亀夜﹂︒

は︑玉正浩二のカバー曲という事でも話題を

ピアノの旋律が美しいバラードナンバ1﹁光﹂

ムのプロモーションで北京を訪れた彼女にお

集めている︒そこで璧部は︑ニューアルバ

転を伺った︒

☆収録されている﹁光﹂は︑玉置浩二さんの

同名の曲をカバIされているとの事ですね

レコーディングの最中に︑彼のアルバム

を購入してこの歌を開いたのですが︑一度聴

劉

いただけで好きになってしまいました．それ

で︑本当に歌いたくなって︒それから玉置浩

って返事を

二さんの事務所との連絡を試みました︒﹁何

とか許可が下りてくれないかな﹂

待ちましたが︑なかなか連絡がなくて⁝用で

も︑彼らに﹁あなたの音楽が本当に好きなん

です﹂という思いをどうしても伝えたかった︒

そして︑玉置さんへのコンタクトと並行して︑

先に中国要版の歌詞を書き上げてもらいまし

た︒それを日本語に訳して︑﹁どうか返事が

ありますように！﹂と願いを込めて︑玉置さ

んに送りました︒すると︑まもなく返事がや

ってー・トータルで4か月もかかって

ってきました︒r是非︑私の曲を歌ってくだ

さい﹂

ですね︒篇局︑玉置さん本人とお話する機会

しまいましたが︑私たちの熱意が伝わったん

面は︑次の機会という事で︒その時は︑北京

がなかったのが残念︒玉置浩二さんとのと対

としますか︵笑︶︒

ウオーカーさんにセッティングをお願いする
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があっても乗り越えて

☆だから︑多少の困難

ますが︑何か特別な理由がありますか？

／☆2年連続・で北京コンサートを開催されてい

歌手として︑女優

しまうんです︒﹁毎日同じような串ばっかり

それに︑話しすぎた時ってなぜか落ち込んで

かれるか予想もつかない場合もありますし︒

ルバムにアジアツアーと︑走り続けているい

ーディングしました．ここ最近も︑ニューア

ここ数年で一番穏やかな秋を感じながらレコ

で紅葉を楽しんだり︑サイクリングしたり︑

その頃︑北京はちょうど秋のはじまり︒胡同

−デイングしました︒

って反省したり︵芙︶︒ひとつの記者会見が

ろ大変でしたが︑それなりに満足しています︒

︵笑︶︒

︵芙︶一︒それは冗談にしても︑毎日を楽

私がCMをやってるコスメを使ってくだ

何ですか？

どんどん魅力的になってますね︒その秘訣は

☆デビュ1してから︑月日を重ねるごとに︑

いですね

そう考えると︑プロモーションって本当に怖

だって︑数千の質問に答えているんですもん︒

終わって家に帰るともう︑頭が破裂しそう︒

話してるけど︑それはあなたの本音なの？L

ぱならないし︒何を聞

な貸間に即答しなけれ

者会見では︑同じよう

なかなか大変です︒記

力で走りっばなしで︑

た後も同じ︒いつも全

として名前が売れ出し

劉

いけるんですねー・

った辛が︑私にとって思い出となったのが大
きな理由です︒2年連続同じ場所でコンサー
トを開催する事への懸念もありましたが︑﹁来
年も北京のファンに会いたい﹂と思ったんで
す︒﹁ステージに立って︑フアンの皆さんと
一緒にライブ空間を共有する﹂︒これはすべ
てのシンガーの夢でもあるんです︒

☆たしか︑有名になる前は︑張文轟︵シルビ

したよね？

ア・チャン︶ 監督のアシスタントをしていま

割 ここ最近は︑私もそれなりに大きな仕
事をもらえるようになったけど︑張文嘉のア
シスタントを務めていた当時を振り返ると︑
本当に大変でした︒誰よりも早く起きて︑眠
るのは一番最後︑スケジュールをはじめ︑い
ろいろな事をきっちり把握しなければいけな
い︒責任は大きいけど稼ぎは少ない︒でも︑
今思い返してみると︑あの苦しかった時期こ
そ︑最も多くを学んだと患います︒

劉
さい

レスを溜め込まず︑何でも話してしまいまし

しく過ごすのが大切ですよね︒だから︑スト

ょう︒芸能界にデビューした当時︑自分が何
ができるのかが︑よく分かりませんでした︒

って言われた時︑

だから︑監督やプロデューサーにrこういう
イメージで行きましょう﹂

﹁ちょっと自分とは違うな﹂と思っても︑何
も言えませんでした︒でも︑経験を重ねて少
しずつ自分が分かってくると︑物事を気楽に
考えられるようになりました︒そうすると︑
徐々に︑何が自分に必要か︑あるいは必要で
ないかも分かってきました︒たくさんの経験
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劉 2004年のコンサートが大成功に終わ

玉置さんの曲を聴いた時、「絶対カバーしたい」と思いました

日本の最新トレンドを
博報堂の松浦点高が
徹底的たレポート
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匂でも賀格をあ翼とする辛が人
ですが﹁日本の若者の資格志向と

．輌

方で︑中国の若者は上昇志向空電

業を目指す人か多く見られます︒

で︑安定が得られ易い資格のある

現在㊥日本の著者は輩に安定志

現

｛

凋

の質問には︑﹁アニメ﹂がロ

γ身が異なり︑上昇凄向としての

﹁高級管理職﹂なと︑キ

なのであまり変わりません︒中国に
も訟歳を越える前にケ一夕イを持

も始めた恕の世代︑↓ケータイ世代b

■′肺許出

︑只の子は︑rアグレッシブな女の子﹂

芸紛

異性の好きなタイプでも︑日本と
男の子約−03元︑女切子約型巧

の10代でほ下位に位置したもので

子﹂が入っていますが︑これは日本

子は︑2位に﹁アグレッシブな女の

の違いが見られました︒中国の男の

める比率を計算すると︑日・中とも
ケ一夕イ登録人数の総数は︑白・

本の女の子には﹁優しい男の子﹂が

女の子が人気のようです︒一方︑日

ものの︑優しさと強さを兼ね備えた

した︒−位が﹁優しい子﹂ではある

う年齢にしてこれだけのネットワー

中ともに平均叩−細入．10代とい

約智でした︒

物価由違いを考慮し︑お小遺いに占

また︑−カ月のケ一夕イ料金は︑

が生まれていますっ
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新年あけましておめでとうござい
ます︒今年も張り切って︑最新の日

位にランクされました︒抑

﹁白木が世界一

電新年第一弾は︑中国と日本の10

本を誌上で伝えていきたいと思いま

代比較レポート︒﹁最近の若者はど

訝聖篭 郵甜

などの古典的なイメージも相変心
ず高いですが︑新しい日本のイメ

−なってるの？しを報告します︒

っているようです︒実際にコスプ．
うr独立したいL﹁社長になりたい﹂

リ形成にジャバニメーションは役立
なども流行っているようです︒ま七

男女各200人を対象に︑インター
ネットを通じて彼らの意註を探る調
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博報堂生活総合研究所では︑20
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圧倒的に人気ですが︑中国の女の子

てくれる勇め字が好曹なようです︒

は才能や男らしさを持ち︑引っ張っ

クと常噂壊続で革るめは︑白・中と
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宣を実施しました︒中国の10代に︑

咄
潮力戦鶴巻

国民のまとまり︶についても︑やや

J．ニ：E

古典的かつ画一的ではあるものの︑

暮士吏

日本の川代に投げかけた同じ質問

卿

、

をしたところ︑非常に興味潔い結果

甲句碑得￠嘉さ
教問草
曙声嘩まとまり
書土山
礪しさ
■

ポジティフに評価しているようです︒

ア＝メ

が見えてきました︒

■
蜘さ

12月になるとショップ取材で非常に困ることがある。それは、
クリスマスの飾り。1月号用の取材になるため、天井や壁にぷら
さがる飾りが入らないように撮らないといけない。動かせる
物なら問題ないけれど、窓や壁にスプレーで「聖誕軒快楽jと文
字が書かれている場合はどうしようもない。そして「せめて
少し字の上手な人が書けばいいのに」と毎年あちこちで思う。（石）

今月になって、心も身体も安定した。すると出会う素敵な人
本を自転車で縦断した旧ユーゴスラビア人、ついこの間まで
リカで地雷撤去のNGOに参加していた日本人、水タバコを燻ら
せ愉快な英語を話すチュニジア人・・・。今月は出会いの月
お腹の中のこの子が、いい子にしていてくれたおかげだ。（伊）

北京の冬は寒いといわれているが、心と身体だけでなく、ど
ら財布にも厳しいこの季節。というのも、今月だけでお誕生
めでとうさんが5人もいるのだ。食事、パーティ、プレゼントと、

楽しいといえば菜しいのだが、何だかんだと交際費がかさむ
かげでエンゲル係数も右肩上がり。現時点ですでにおけら状
特集ー絵本のスープ」で実際にスープを再現して下さったSOUP
MART CAFEのシェフ植野さん。本当に美味L，くて可変いスー
果たして着飾を迎えられるのだるうか？ この状況を打開すべく、
プが出来上がりました！その他、この企画に乗って下さった
宝くじでも買いに走るうかと考えている今日この頃。（阿弘）
ポプラ社の皆さん、おふくろのスープレシピを提供していただい
先月から新しい子犬を飼ってます。すごく愛してる子犬が死
た皆さん、お友達の思い出スープを教えて下さり、さらに応援に
しまって悲しくてしょうがなかった。もう絶対犬は飼わない
思いましたが、やはり犬が大好きなので飼うことにしました
駆けつけてくれた大久保さん、ありがとうございました。北京日
の子は4ケ月で健康です。家に帰ると迎えてくれます。いつもそ
本人会、日本大使館領事部・広報文化センターの皆さんほか、1
月号に携わってくださった大勢の皆さんへありがとうを送ります。
ばにいてくれて、本当に幸せです。大好き！（沈）

中国北京
圏北京市銀隈区建国路93号
万達広場1号楼12階
国（010）5820−3710／3711
幽（010）5820−3720

中国上海
圏上海市波門路519弄2号

minna＠cnwa［keT：COm（編集部）

「00t＠shwalke「．com
http：／／www．shwaIke「．com

sa】es＠cnwalkercom（営業部）

華生大虜11階

国（021）5107−5997／5998
囲（021）5107−5788

http：／／ww軋ShwaIker．com／beuing
脾移転しました。ご連絡の欝はご注意くだ書い。

①r定期購読申込希望」と明

記の上、希望雑誌名・お名前・
住所・mX番号を記入の上、
北京ウオーカーまでFAXま
たはE−mai「で連絡下さい。
（訟郵便局の雑誌発送サービ

スが利用できます。電話番号
11185につないだ後、案内
に従って2を押して下さい。
次k氏名・住所・屯帝番号と
郵発代号（80−264）を伝えて

ください。
TEL：（O10】5820・3710／5820・3711

E＿mail：salo＄＠cnwalkencom

注：電話案内は中国語のみ。

現在受付可能です。

日本よりのこ連絡軋国番号86に続いて、0を除いた市内萬号（北京10）（上海21）におかけ下さし＼。
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