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Xenia Tsai 

 Xenia Tsaiさんは、大学時代はとても充実していたと言いました。クラブに入り、ボ

ランティア活動をしていました。英語教育にも情熱があったので、何嘉仁教育機関でア

ルバイトをしていましたが、もっと教育経験を積んでおきたかったと言いました。 

 卒業後、同じ機関で正社員になりました。やりたい仕事を見つけ、穏やかな生活を過

ごしていました。しかし、これが本当に自分がやりたいことなのかと考えずにはいられ

ませんでした。  

コンフォートゾーンを抜け出す  

世界に出ると視野が広がる  

 大学のクラブで良い人脈を築いたので、海外

ボランティアの機会を得ました。２０１３年安

定した仕事を辞め、日本とインドでボランティ

ア活動をしました。二つの国で全く違う光景を

目にできました。 

 物が豊かで、努力により、高い給料が貰え、

自由な思想を妨げない日本では、質の高い教育

を受け、いい仕事を持ち、十分なお金があって

も、このまま平穏な生活をしていていいのか

と、若者は不安になることがあります。ですか

ら、多くの人がコンフォートゾーンを抜け出

し、新しい刺激を求め、自分にチャレンジする 

機会を探します。 

 次はインドです。インドというと、混沌とし

た国という印象があります。大きな魅力である

一方、人々を不安にさせることもあります。日 
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本に比べ、インドはヒンドゥー教に縛られている人は教育、結婚、仕事の選択につい

て、何をやっても、伝統文化の束縛から逃れられません。だからこそ、みんなコツコ

ツ働き、厳しい環境の中で生き抜きます。それでも、インドにも素晴らしいところが

あります。それは、理数に強いだけではなく、科学技術も発達しています。英語力も

申し分ありません。全国的に国際化が進展しています。 

 二つの国で、人々の努力を感じていました。平穏な現状に満足せずに、前向きに成

長すべきです。必ずコンフォートゾーンを抜け出そうと思いました。 

 ２０１６年ボランティア活動を終え、上海に行きました。そこでの生活のペースが

速くて、仕事のストレスも大きくて、台湾で経済発展を成し遂げた時期のようでし

た。その時、やめずに毎日働いていましたが、それから一年後、台湾に戻ろうと決心

しました。  

 帰国した先輩は、公務員試験を重ねた結

果、現在、台湾電力会社の海外仕入れを担当

しています。毎日チャレンジをし、自分の目

標に向かって進んでいきます。 

 できるだけクラブやサークルに参加し、ソ

フトパワーを積んだほうがいいと言いまし

た。現代の企業は学歴以外、特に人の個性を

重視します。新卒者の場合は初めに就職する

時、会社も基本的な仕事を教えるんです。あ

とは自分の将来が明るいかどうか、努力する

かどうかによります。 

 そして、大学でのボランティア経験からいろいろ学びました。例えば、傾聴、チームワー

ク、企画書の書き方、企画の仕方、時間管理、どうやって違う意見を持つ人と話し合うこと

です。人々との交流を通じ、自己認識力がもっと高めることができます。 

 最後、クラブに入り、成績を維持すると同時にアルバイトをすることは難しいですが、楽

に暮らしたいと思わないほうがいいです。高みに立ちたければ、努力あるのみです。これが

先輩が後輩に伝えたかったことです。  

ソフトパワーの大切さ  
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学生時代に学び、 

身につけたことが 

多ければ多いほどいい  

 Rockieさんは大学時代は忙しかったが充

実していました。学生会や国際ボランティ

ア活動に参加し、学校で行ったエクセルや

パワーポイント等の研修も受けました。 

 学生としての責任はもちろんしっかりと

勉強することですけれど、勉強以外、色ん

な学べることがいっぱいです。実は、学生

として、社会人より時間があるのに加え、

学校での学習支援もあるので、便利で学ぶ

機会もあります。先輩は在校生に勉強する

と同時に、自由時間をちゃんと利用し、講

座を取り、サークルやミニコースや様々な

ことにチャレンジしてほしいと言いまし 

た。大学時代のすべてが今に生きているは

ずです。 

 クラブに参加するのは利点がいろいろあ

ります。それは、学校と外部のリソースが

認識できます。そして、人との関わりが多

く、互いを磨き合うことを通し、チーム

ワークスキルやコミュニケーション能力等

がつけられると思います。さらに、違う性

格の人への対応能力を高めることもできま

す。いつか社会に出て職場に入ります。そ

の時、対応するのは学生ではなく、同僚や

上司です。もし、大学時期の時間を利用

し、将来社会人になった時に必要なスキル

や技術が身に付けられるとしたら、どうし

て今積極的にしないでしょうか。 

「学校のミニコースを受けたおかげで、視

野が広がりました。本学科の知識だけでは

なく、色々なソフトの使い方も学びまし

た。大学時代に学んだことのすべてが将来

の職場でとても役に立ちました。」   

 大学時代は何をするかを自由に決めら

れ、過ちを犯しても許される最後の時間 

で、今は皆んなミスをしてしまったところ

で、責められる程度です。しかし、大学を

卒業して以降は、何か過ちを犯したら、責

任を取るため、罰や肩たたきに遭う恐れが

あります。ですから、大学時代を大切に

し、絶対に単位を落とさないようにした方

がいいです。単位を落として再履修するよ

り、その時間を他の授業やミニコースなど

に有効活用し、やりがいのあることをした

ほうがいいです。  

Rockie Lin 
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want to do? 
What do you   

コンサルタントへの道を志す方にとって、

必要な基本的なスキルは何。 

 実は、最初からＰＲ会社で働きたいわけで

はなく、当時大学院の言語学学科に入りたい

と思いました。そのため、忙しい間に力を注

いで、入学試験の勉強に没頭していました。

そして、大学三年の後半、やっと清華大学の

大学院で最終面接に臨みました。でも、面接

官に「言語研究所の講義は殆ど論理的なこと

を言うばかりで、そんな明るく社交的な性格

を持つ君が本当にしたいことですか。」と聞

かれると、自分は本当に何がしたいのか。と

考え始めました。 

 先輩の経験から、将来何をしたいか、何に

なりたいかを考え意識するのが大切なことだ

と学びました。そして、学生時代にできるだ

け積極的に経験を積んでおくといいです。     

 よく考えた上で、大学院に入らないことに

決めました。卒業後台湾で有名な奧美コンサ

ルティング会社に就職しました。毎日仕事が

終えられないような忙しく大変な業務がいっ

ぱいなので、体調が悪くなりました。ですか

ら、その会社を辞め、利眾コンサルティング

会社、威剛科技、それから、現在の科思創株

式会社へと転職しました。 

 ＰＲ会社の仕事は簡単ではありません。忍

耐力や根性があり、複数の仕事をこなすこと

ができ、一定程度の共感力、ＥＱ、美的セン

ス、文章力などを備えていなければならない

です。もちろん、最も重要なのは仕事への熱

意です。 仕事上は面白いことに遭遇したこ

と がありました。かつてある案件の中で、

テープカットの担当者に 「２４Ｋ純金箔製

のはさみ」を探すしかありませんでした。 

 もう一つの案件は、台湾の廟祭りで

した。参加してくれる人の中には外国

人もいるので、クライアントは「外国

語が話せ活仏」を探すように言いまし

た。ですから、現在では、廟の係員ま

で英語が話せる必要があります。 

 このような難しい状況に遭遇した

時、仕事へのやる気や熱意がなけれ

ば、きっと続けられないと思います。 
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今を生き、色々なことに興味を 

持ち、様々な方面で自身の価 

値を高める  

 大学時代に財政経済の授業を履修

したことがなく、数字に弱かった先

輩はちょっと後悔しています。その

ため、今働きながらＥＭＢＡプログ

ラムに通っています。もっと学びた

いからにほかなりません。スラッ

シュ青年は一つのことに集中できな

いと言われるかもしれません。しか

し、今の時代は以前と違い、イン

ターネットの普及と発展により、誰

でも専門的な知識を習得でき、どん

な情報でも手に入ることができま

す。どうやって、知識や学んだこと

をまとめ、実際に活用しますか。そ

して、自分の専門領域を他の分野と

繋げ、新しい可能性を生み出すこと

が最重要課題です。先輩はヨガ講

師、ＧＯＯＧＬＥアナリティクス、

フォトショップ、ＡＩ等の関連資格

も取得しました。これらは就活のた

めに学びに行くとは言えませんが、

好きなことに熱中していたため資格

を取りました。仕事の時間以外、リ

ラックスするのを忘れずに、自分が

興味のあることを深く掘り下げ、や

りたいことがあったら、どんどん挑

戦すれば後悔しません。今を生き、

色々なことに興味を持ちます。外国

語を学んでいる学生にとって、日本

語と英語をしっかり勉強するものだ

と言われていても、それ以外何かで

きることがあるでしょうか。それを

よく考えるべきです。 
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Jayla Lin 
—「本当の自分がどこにいるのか分からないなら、 

  どこへ行って何をしても意味がない。」 

 

アリス：「どの道を行けばいいですか。」 

ネコ： 「あなたがどこに行きたいかによる。」 

アリス：「どこだっていいんですけど。」 

ネコ： 「それならどの道だってかまわんだろ。」 

アリス：「どこかへ辿り着きさえすればね。」 

ネコ： 「そりゃあ行きつけらあ。 

     ちゃんと歩き続けて行きさえすりゃあね。」 

 

      ［ 出典 ］ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』 
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 今の自分が本当にどこにいて、どこ

に向かってるのか分かりますか。単

に、どこにいるかと言うことではな

く、自分を正しく認識できるかどうか

という質問です｡ 

 「大学時代は毎日遊びまくり、友達

からの遊びへの誘いを絶対に断りませ

んでした。雨が降ったら学校に行きま

せんでした。もちろん、学習成績も際

立っていなかったです。」そのまま大

学最後の一年を迎え、「もうすぐ卒業

する。今何をしている？何もできな

い。」ことにふと気づきました。  

WHERE ARE 

YOU? 
 この慌てる気持ちを持ち、人生をや

り直しました。毎日朝８時から夜７時

まで図書館で一生懸命勉強するように

なりました。そして、晩御飯を食べ、

家に帰ってから、また真夜中まで勉強

しました。学習への意気込みには友達

も感心したと思います。 

 このようなたゆまざる努力により、

卒業する前にやっと日本語能力試験Ｎ

１に合格しました。そして、卒業後イ

ギリスに留学し、マーケティングを学

びました。イギリスのクラスメートは

殆どが社会人を経験し、修士課程に進

学しましたが、彼らとの出会いや交流

を通し、人間の幅を広げました。さら

に自分が何をしたいかを再認識しまし

た。   

       

失敗から学ぶのは 

 大人への第一歩  

 修士課程を修了し帰国後、就職活動

に三ヶ月を費やしましたが、やっと採

用してくれる会社が見つかりました。

その時マーケティングを担当していま

した。営業の仕事は簡単ではありませ

ん。会社の先輩はもう顧客と信頼関係

を構築していますが、自分はゼロから

始めなければなりませんでした。辛

かったですが、簡単には諦めませんで

した。 

 「仕事をたった三ヶ月でやめたこと

を、履歴書に記録として残したくな

かったので、とりあえず一年間は仕事

をしてやめると決めた。」と苦笑い

の Jayla Linさん。入社から半年ほど

経ち、当時仕事を続けながら新しい仕

事を探しました。その後、ある日系企

業の仕事を見つけました。でも、日系

企業なので、何事に対しても要求が高

く、上層部からのプレッシャーもいっ

ぱいです。 

 職場での競争意識も強く、仕事の同

僚が難癖を付けてきました。後輩に追

い抜かれないように、わざと仕事の全

部は教えません。一つの案件で、先輩

が仕事の引き継ぎをうまくせず、自分

は重大なミスをしてしまい、皆の前で

怒られたことがあります。 

 その他にも ある日映画を見終わ

り、ケータイを見ると未応答着信が５

０件もありました。メッセージを聞い

た後、本当に些細な事なのに、上司は

同僚全員と一緒に私に電話をかけてき

ました。そのため、夜１１時に会社を

戻り、些細な事の処理をしました。 

7  

 

 「三年間働いて、初めて挫折で泣きました。会社に入って以来、失敗

ばかりでしたが、今思い返しても、立派な社会人になりたければ、失敗か

ら学ぶのは成功への第一歩だと思います。」 

    Jayla先輩の仕事のヒント  

◆ 自分の決めた選択を受け入れる。 

◇ 失敗に学ぶ。 

◆ 目的を持ち、文句を言いません。 

◇ 仕事をする時に優先順位が明確にする。自分の実力を他人に見せる。 

◆ 傾聴を学ぶ。 

◇ いつも他人を説得したいことをやめ、お互いの利益を分析し、 

ウィンウィンを達成する方法を見つけます。 
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後輩へのメッセージ  

 二年後、その会社（日系企業）を辞め、ディアジオという会社でマーケティング職

を勤めています。現在、毎日朝九時から午後六時まで働いて、疲れますが、やっぱり

仕事が好きだと思います。 

 「さっき Rockie Lin さんが言った『24K 純金箔製のはさみ』事件を覚えています

か。あのクライアントは、実は私の会社なんです。」と先輩が笑って言いました。 

 

 人生では仕事だけではなく、色々なことに遭います。どんなことがあっても、自分

の選択を受け入れ、文句を言ってはいけません。それが一番大切です。文句を言うと

いうことは、自分の失敗を認めることです。  
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後書き  
羊飼いの少年との距離 
「僕が真剣に自分の宝物を探している時、毎日が輝いてい

る。それは、一瞬一瞬が、宝物を見つけるという夢の一部

だと知っているからだ。本気で宝物を探している時に、そ

の途中で僕はたくさんのものを発見した。それは、羊飼い

には不可能だと思えることに挑戦する勇気がなかったなら

ば、決して発見することができなかったものだった。」  

という話は、パウロ・コエーリョという作家が「アルケミスト - 夢を旅し

た少年」に書いた一節です。これは羊飼いの少年が財宝を追いかける過程に

おいて、自分をもっと認識し、勇気を見つける物語。 

 先輩三人の話を聞けば聞くほど、自己認識力は非常に大切だと思います。

彼らは、ずっと考えることを止めずに、自分を見つめ直しました。ここにと

どまらずに、自分にチャレンジし続け、成長しました。まるで羊飼いの少年

のように、自分の「財宝」を求めています。 

 人生は長い旅路で、今立っているところが絶対にゴールではありません。

先輩は、誰でも現在の会社を辞め、転職し、新しい領域にチャレンジするか

もしれませんが、前向きな気持ちこそが、立派な人物になるために一番大切

だと言いました。 

 先輩たちは、まだ長い旅路の途中で、先輩たちが求める成功にはまだ達し

ていないかもしれませんが、成功したかどうかは、結局自分が判断すべきで

しょう。 

 もし、平穏な生活をしたいなら、現状のままで別に構わないでしょう。で

も、自分を変える勇気を持つことで、輝いた人生が過ごせれば、それもまた

一つの選択肢です。 
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「もし、自分の運命を生きてさえいれば、 

知る必要のあるすべてのことを、人は知っている。 

しかし夢の実現を不可能にするものが、たった一つだけある。

それは失敗するのではないかという恐れだ。」 

 

—《アルケミスト - 夢を旅した少年》 
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