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華人経営研究
CHINESE MANAGEMENT AND MARKETING SCHOOL

開講の主旨と狙い

ご挨拶

　飛躍的に増大する中国経済は、シェア拡大を目指す世界の企業がひしめく一大戦場となってきました。また、 中国政府もデジ
タル化、AI 活用をベースに拡大する自国企業を後押ししています。
　日本企業にとって日本的経営だけでは太刀打ちできない新しいグローバル化時代の到来です。かかる経済環境の変化を先
取りして、日本香港協会では、中国経済を動かす『華人』即ち中国古来の思想を底流にもつ経営の本質を解明する目的で、
『華人経営研究（CMMS）』講座を開講いたしました。本スクールは、2003年に関西日本香港協会と香港大学の共催により
スタート、2018年にNPO法人日本香港協会と中国とゆかりが深い二松学舎大学との共催という形になり、今期は完全オンラ
イン配信講座として2年目を迎えます。
　本講の特徴はカリキュラムと華人の捉え方にあります。カリキュラムは理論編、 実践編の2分野から構成され、理論編では華人
社会の基礎概念を歴史・思想・社会学などから抽出して学習し、華人の経営原理の理解力をつけます。実践編では現在活躍
中の経済人を中心に華人の経営行動を分析します。また、今回も“香港コネクション”講座を設けて東アジア中心に広がる華人
経営圏の分析を試みます。当会は、日中競争・協調時代にふさわしい人材の育成を社会的役割と考えています。

　日本香港協会は、日本と香港の間の文化、経済面での交流の輪を広げる事を目的に、北海道から沖
縄まで国内主要都市11か所に設立されており、直近では約1,100名の会員を擁しております。活動は、
日本―香港間、香港を介した各国とのビジネスの促進、ビジネスセミナー、語学教室運営、スポーツ交流、
その他文化交流イべントと多岐にわたっており、会員同士の懇親を行いながら進めております。
　この様な協会の重要なイべントの一つとして当協会は二松学舎大学と共同主催で、中国、香港との
ビジネスや学術交流を念頭に「CHINESE MANAGEMENT AND MARKETING SCHOOL
（CMMS）」、即ち華人経営研究講座を長年運営してきており、参加された会員、一般社会人、学生等の
受講者からは大変好評を博しております。根底に中国古来の伝統と思想を持つ華人の考えや行動様式
を研究しビジネスや交流の底流にある考え方を理解したり、また最近の香港、中国の現状をも分析して、

いわゆる華人の社会、ビジネス手法につき理解を深める事ができます。華人とのビジネスを行ったり様々な交流に携わる方々、
また重要な隣国である中国をもっと理解したい方々にはこの機会を逃さず是非参加いただきたくお願い申し上げます。｠
　さて、当協会は香港貿易発展局のご協力の下に香港ビジネス協会世界連盟（世界36カ国以上、47協会、メンバー数約
11,000人）に所属しており、当協会の関係者は香港で毎年秋に開催される香港フォーラムに参加が可能であり、通常では世界
各地から参加する約400名もの海外会員との交流を深め、最近の香港、中国情勢、その関連でアジアへのビジネス戦略、情報
を得る事ができます。このような場でも分かる事は、華人ネットワークがアジアを中心に世界経済に益々大きな役割を担っている
ことです。コロナ禍の為、過去二年間はオンラインの開催でしたが、何れは香港でのフォーラムに戻る見込みであり、前述の
CMMS(華人経営研究講座）と共に是非ご参加頂きたくお願い申し上げます。

　二松学舎大学は、漢学者三島中洲により 1877年創立の漢学塾を起源とし、その後の1928年に旧
制専門学校、1949年に旧制専門学校を前身とした新制大学として、今日に至っております。漢学塾か
ら国語漢文の教員養成の旧制専門学校、さらに新制大学文学部では中国文学科と、中国古典を教育
研究の領域の一つとして140年以上の歴史を持つ教育機関でもあります。近年中国の大学との学術
交流は新型コロナウイルス感染拡大の影響があるものの教員相互あるいは学生相互が交流する大学
及び大学院は、その数30を超えています。
　そうした交流のなかで伝わり見える、中国経済の豊かに変貌した様子は、私個人にとってもただ驚き
の連続でした。今回、開講する「中国・華人ビジネススクール」は、日本香港協会と共催して、豊かな中
国市場で活躍するグローバル人材を育てていくための講座です。実務経験からのプログラムに加えて、

社会そして文化思想研究からのプログラムを提供し、文化的な背景を相互に理解することで、より信頼される中華圏ビジネス
エキスパートまたビジネスパートナーを育てたいと思います。「彼を知り己を知らば、百戦して殆うからず」（「孫子」）に向かうた
めの、本講座での学びによってさらに前に進んでもらいたいと思います。
　また、ポストコロナに向けての香港ビジネス界をゲートとする本講座の戦略の意味と価値は大きいものがあると思います。それは、
香港が、大陸への陸続きの大きな入口であるとともに、世界経済におけるアジア圏の役割を多層的に体感できる国際都市である
からです。世界とアジア圏を見渡せる場所に受講生の皆様をご案内できることが、私ども二松学舎大学としての喜びでもあります。
ぜひこの講座をより多くの方々が活用し、それぞれの活躍の場を更に広げられることを願ってやみません。

日本香港協会 会長
佐藤  征洋  氏

二松学舎大学 学長
江藤  茂博  氏



主催団体紹介

第17期 募集内容

〈日本香港協会〉
　 日本香港協会は日本と香港の文化・経済・社会面で
交流の輪を広げることを目的に民間の任意団体として、

1988年に東京に設立されました。1989年以降、関西・

中京・九州・山形・北海道・宮城・沖縄・広島・新潟・高知

と各地に協会が設立されるに至り、これら日本全国各地

に広がる協会活動をサポート・コーディネートする目的

で、2008年には全国連合会が発足しました。なお、東京

に設立された協会は2002年に特定非営利法人となっ

ています。

　香港ビジネス協会世界連盟（Federation of Hong 

Kong Business Associations Worldwide）は、世界36

カ国に設立されている47の香港ビジネス協会を統括す

る非営利組織として2000年に発足、香港貿易発展局が

事務局機能を担っています。香港ビジネス協会世界連盟

は、合計11,000人以上のメンバーが所属する国際ネッ

トワークで、主たるメンバーは香港・中国や中華圏と強

力なコネクションを有するビジネス関係者です。

　日本香港協会は香港ビジネス協会世界連盟の一員で

すので、日本香港協会に入会されると、自動的に香港ビ

ジネス協会世界連盟のメンバーとしても登録され、様々

な交流イベントに参加することができます。

〈二松学舎大学〉
　 二松学舎大学は、1877（明治10）年10月10日、漢学

者であり明治法曹界の重鎮でもあった三島中洲が、

現在の大学九段キャンパスの地に漢学塾二松学舎

を創立したことに始まります。三島中洲は、明治期の

文明開化による西欧文明偏重の風潮の中にあって、

東洋の精神や文化を学ぶことの大切さを説き、日本

人として自己を確立するとともに、社会に貢献できる

人材の育成を目指しました。

　現在は、文学部（国文学科・中国文学科・都市文化

デザイン学科・歴史文化学科）、国際政治経済学部

（国際政治経済学科・国際経営学科）、大学院文学研

究科（博士前期課程・後期課程／国文学専攻・中国

学専攻）、国際政治経済学研究科（修士課程／国際政

治経済学専攻）、国際日本学研究科（修士課程／国際

日本学専攻）の２学部６学科、大学院３研究科４専攻

のもと、三島中洲の「育英」の志を引き継ぎ、東洋文化

への理解と言葉の力を礎に、社会に貢献する人材育

成に努めています。

　2022年10月10日には創立145周年を迎えます。

今後も、多様化する社会の要請に応えるべく、教育研

究機関としての機能強化・人材育成に邁進していきます。

対象者

事務局

開講期間

中国事業を展開する企業経営者、幹部、管理部門責任者、中国ビジネス担当者、
中国赴任予定者、弁護士、 公認会計士、税理士、大学生、大学院生等

2022年 10月～2023年 3月(詳細別紙参照）

〒102-0083   東京都千代田区麹町3-4   トラスティ麹町ビル 6F （香港貿易発展局内）

受講日時と費用 別紙参照

●受講者からのコメント

三井住友信託銀行 調査部 主管 湊崎 俊也 氏 （令和 3 年度修了）

80年代に見た「発展途上国だった中国」と今の深圳に代表される「世界の最先端を行く中国」のギャップを消
化しきれず、何やら得体の知れない「異形の大国」である、と妄想し、無理矢理納得していた。

依然、内なる「二つの中国像」は完全に繋がってはいないが、それが過去30年間、「変わらな過ぎた日本」に由
来していること、一方「激変」しているように見えて、実は社会の成り立ち・対人関係といった根本部分では遥か
昔から「変わっていない」ことが理解できたことは大きな収穫だった。これを足掛かりに「異形の大国」の変化
のメカニズムを、この先少しでも解明できれば、と考えている。

帝人株式会社 宇宙航空材料営業部  課長 山田 頼定 氏 （令和２年度修了）

中国駐在も経験したが、中国人の考え方、行動について本当の意味で理解しきれていなかった事も多々あり、
今回CMMSで少しでもその背景について学ぶ機会にしたいと考えていた。

中国についてこれだけ体系的にいろいろな視点から学ぶことが出来る講義は受講したことがない。実践的な
内容のみならず、その背景にある理論からきっちり学ぶことが出来た点が非常によかった。特に政治や中国思
想を学ぶことで、現在の中国香港で起こっていることの理解にも役立った。講師陣が全員個性的でその道のプ
ロである。特に園田教授の「中国人論：中国人の心理と行動」はビジネスに役立ち、しかも普遍的な視点であり
感銘を受けた。改めて中国は非常に奥が深いと思い、まだまだ勉強不足であることを実感した。今後は日本人
の視点だけではなく、今回学んだ中国人的な視点で物事を捉えることで、状況を理解し、問題をスピーディに解決す
ることで、中国ビジネスを拡大していきたい。

東レ株式会社 経営企画室 担当部長 永屋 竜馬 氏 （令和３年度修了）

経済安全保障関連の業務を行っている為、中国共産党が何を考えているのか、どう動くのかという視点を中心
に中国を眺めていた。

政治、経済、思想を始め、中国を体系的、網羅的に学ぶ機会を得ることが出来た。中国経済の高成長を華人ビ
ジネス・華人ネットワークの歴史と奥深さに触れ、改めて中国経済の強さを再認識した。

全日本空輸株式会社 空港センター品質管理部 マネージャー 武田 秩里 氏 （平成31年度修了）

多くの専門家や中国通の方々からの話しを聞くことが、非常に楽しみであった。

中国の習慣や考え方ビジネスの仕方など、これまで何となく理解し感じていたことを、専門家の方々の講義を
聞くことにより深く理解することが出来た。今後の抱負は今回学んだことを中国人とのコミュニケーションやビ
ジネスの中で生かしてゆきたい。文化が異なる国との交流においては、何事にも相手の背景を理解してから臨
みたい。

住友商事株式会社 グローバル業務部 課長代理 清水 来 氏 （令和３年度修了）

中国に対しては、家族や面子重視、プライドが高い、約束が守られないことが多いという一般的、表面的な理
解であった。

本講座では、特に理論編において、その歴史や思想的背景など根源的な部分から、「何故今そうなっているの
か」を体系的に紐解いてもらった。中国や華人ビジネスをどのように理解し、どのように対峙すべきかについて
多くの学び・示唆が得られたと思う。また、実践編では、中国経済分析や香港に関する講座も大変参考になった。

受講前の感想

受講後の感想

受講前の感想

受講後の感想

受講前の感想

受講後の感想

受講前の感想

受講後の感想

受講前の感想

受講後の感想



華人
ネットワーク戦術

（孫子・韓非子・三国志）

中国思想
（儒教・道教）

国情

理論編まずは文化や思想の異なる相手を知る。
当代一流の教授陣が講義します。
中小企業、ベンチャー、大企業の海外事業に携わる皆さまへ。
「理論編」では、古代から現代まで思想文化と歴史を概観し、
そこから派生した「国情」「中国思想」「戦術」「華人ネットワーク」のパラダイムから解明します。
それにより、中国人特有の“関係”“面子”“人情”の本質に迫ります。

二松学舎大学
文学部 教授

牧角 悦子 氏

大阪大学 大学院
文学研究科 教授
湯浅 邦弘 氏

早稲田大学
理事・文学学術院 教授
渡邉 義浩 氏 甲南大学

経営学部 教授
杉田 俊明 氏

拓殖大学
政経学部 教授
朱 炎 氏 

東京大学 大学院
人文社会系研究科 教授
横手 裕 氏

東京大学 大学院
人文社会系研究科 教授
小島 毅 氏

北九州市立大学
大学院 教授
王 効平 氏

東京大学 大学院
教授
園田 茂人 氏

慶応義塾大学
法学部 教授
高橋 伸夫 氏



特別講義

中国企業分析

中国市場攻略
中国経済分析

香港
コネクション

実践編 次に中国ビジネスを、
どのように展開・運営するのか？
飛躍的に増大する中国市場、デジタル化・AI・5Gによって
海外にも事業拡大する中国企業、華人ネットワークを活用し

て世界に拡大する華人経済圏。「実践編」では、中国市場や華人経済圏に精通した専門家が、長年に亘り
培われた知見、現場経験から中国・華人圏ビジネスをどう展開・運営していくか分かり易く分析、解説します。

香港貿易発展局
東京事務所長
伊東 正裕 氏水野コンサルタンシーホールディングス

代表
水野 真澄 氏

日中経済協会
理事 調査部長／業務部長
高見澤 学 氏

早稲田大学
法学学術院 教授
萬歳 寛之 氏

野村資本市場研究所
シニアフェロー
関 志雄 氏

A-1 ベーカリー（香港）
最高経営責任者（ＣＥＯ）

楊井 元伸 氏

日本貿易振興機構（JETRO）
香港事務所長
高島 大浩 氏

日本香港協会
事務局長
福井 一 氏

プライマシーコンサルタント
首席
松田 庄平 氏

日中投資促進機構
事務局長
岡 豊樹 氏

日本香港協会 理事
桜井 知治

メインモデレーター ：



講座内容

理論編（第1回～第11回)  （第12回～第21回)実践編

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

華人論「華人企業の経営構造」
華人経営に於ける起業家精神、
戦略立案、企業統治、財務構造、資本調達の特徴を学ぶ

中国人論「中国人の心理と行動」
現代華人・中国人の深層心理の源泉と
その行動規範の特異性を学ぶ

中国政治「中国の政治制度を考える」
中国政治の特質と課題の本質を論じ、
国情とは何かを学ぶ

中国思想史
「中国における天思想と公私の概念について」
中国独特の天思想と日中の公私概念の差異を解説する

中国思想「儒教」
中国の社会と文化における儒教思想の役割
その歴史的変遷と現代における再評価を考える

中国経済分析Ⅰ「中国経済の現状と展望」
中国経済の真の課題は何か、社会主義市場経済の
実相を解明し、その課題と近未来を展望する

中国経済分析Ⅱ
中国政府が推進する人民元の国際化と
デジタル通貨について現状と課題を分析する

中国市場攻略Ⅱ
「中国、香港等華人圏市場戦略」
日本では分からない深層の華人経済圏での
市場開拓、そして新たな発展と挑戦

中国市場攻略Ⅰ
中国における事業活動の経験から見た
今後の事業展開についての示唆

中国企業の分析Ⅰ
日系企業のビジネス環境に関する課題と改善策

中国企業の分析Ⅱ
中国企業の財務諸表と信頼性はこう読み解く

中国企業の分析 III
新興企業の台頭とリスク分析

香港コネクションⅠ
香港のビジネスハブとしての価値と行方

香港コネクションⅡ
一帯一路、大湾区、RCEPほか広域経済圏構想

特別講義
香港・台湾の自由主義経済の行方と国際法の役割

中国思想「道教」
中国の社会と文化における道教思想の役割
その歴史的変遷と現代における再評価を考える

戦術「三国志」
「漢」という、後の国家が規範とする「古典中国」が
崩壊したのち、中国は魏・蜀・呉の三国が並び立つ
今回は魏の基本を作った曹操について解説する

戦術「孫子と兵法三十六計」
華人の戦略的思考の源泉を「孫子」に求め、
「戦わずして勝つ」不戦と兵法三十六計の本質を知る

戦術「荀子と韓非子」（法家）
始皇帝と韓非子との出会いが中国政治の本質である
法家思想を確立した

華人ネットワークⅠ
華人・華僑の様々なつながり（「三縁」）が
ネットワークを形成し、ビジネスに活用される

華人ネットワークⅡ
「グローバル化する華人ネットワーク」
日本企業はどう対応すべきか？

※  講義時間は19:00~20:45
※  日程及び講師・講義内容は変更の可能性がありますので、
      予めご了承ください。受講者には事前通知いたします。



講師紹介

関 志雄 氏

東京大学経済学博士、87年香港上海銀行本社経済調査部エコノミスト、87年野村総
合研究所入社、経済調査部主任研究員、経済調査部アジア調査室長を経て01年独立
行政法人経済産業研究所上席研究員、04年から現職。

野村資本市場研究所 シニアフェロー
中国経済分析 Ⅰ

中国経済分析 Ⅱ

77年一橋大学商学部卒業、東京銀行入行、89年東銀リース香港社長、92年香港上海
銀行（現HSBC）入行／日系法人本部長／大阪支店長、96年米国公認会計士、
英国Surrey大学MBA、16年から21年まで法政大学経営大学院教授。

プライマシーコンサルタント 首席

松田 庄平 氏

楊井 元伸 氏

52年大阪府生まれ、日本大学理工学部卒業後、ハワイ・パシフィック大学のビジネス
スクールに就学。78年 A-1 ベーカリーに入社し、85年の香港進出を陣頭指揮。
一号店の沙田店を立ち上げ以降、事業拡大を続け、22年10月時点でA-1 ベーカリー
ブランド88店舗、シャトレーゼのフランチャイズ40店舗を展開中。既に台湾、バンコク、
中国本土への進出を果たしており、さらにシンガポール等の新市場開拓を目指している。

Ａ－１ベーカリー（香港） 最高経営責任者（ＣＥＯ）
中国市場攻略 Ⅱ

水野 真澄 氏中国企業分析 Ⅱ

87年早稲田大学政治経済学部卒業、同年丸紅入社。本社財経部、香港、中国本土駐
在（上海、広東省、福建省）を経て、08年丸紅退職、Mizuno Consultancy Holdings
 Ltd（水野諮詢集団有限公司）を 香港に設立。現在8拠点において中国・アジアでビ
ジネス展開を行う日系企業に対するコンサルティング業務を推進。広州市政府シンク
タンクメンバー、広東省肇慶市顧問、 香港貿易発展局アドバイザー兼務。「中国外貨
管理マニュアルQ&A」、「中国ビジネス投資Q&A」等多数の著書あり。

水野コンサルタンシーホールディングス 代表

岡 豊樹 氏

86年神戸大学卒業、現みずほ銀行入行、北京・上海・香港に勤務、執行役員（行長・董
事長）後、みずほ銀行理事、日中投資促進機構事務局長。上海白玉蘭賞、南開大学・
大連外大学等客員教授を兼務。

日中投資促進機構 事務局長
中国企業分析 III

高見澤 学 氏

87年筑波大学大学院地域研究研究科修士課程修了、日中石油開発株式会社勤務を
経て、00年10月日中経済協会入会。21年7月理事就任、同年10月より現職。主に中国
のエネルギー及び環境政策・動向を通じて中国経済、日中経済関係を分析。主な著書
に、「中国の知恵と日本の伝統が民を済う－崩壊する虚構経済からの脱却」
リブロ（単著）、「新時代の能源フロンティア－初めて語る日中石油・エネルギー協力の
真実」リブロ（単著）等。

日中経済協会 理事 調査部長／業務部長
中国企業分析 Ⅰ

伊東 正裕 氏

85年味の素入社、台湾、香港、広州、上海駐在を含め、約14年にわたり中国関係の
業務に従事、06年香港貿易発展局マーケティングマネジャー、07年東京事務所次長、
12年大阪事務所長を経て、18年から現職。英国レスター大学経営学大学院修了
（MBA）、関西、中京、高知、東京の日本香港協会の理事を歴任。

香港貿易発展局 東京事務所長
香港コネクション Ⅱ

華人企業の経営構造

九州大学大学院研究科博士後期課程修了、経済学博士号取得。北九州市立大学 准教
授を経て、00年教授。11年マネジメント研究科長、14年中華 ビジネス研究センター
長、現在に至る。専門：国際経営学、比較経営学。

北九州市立大学 大学院 教授 同中華ビジネス研究センター長

王 効平 氏

中国人論

東京大学部文学部助手、中央大学文学部教授、早稲田大学大学院アジア太平洋研究
所教授などを経て09年より現職、東京大学副学長歴任。専門はアジアの社会階層比較、
日系企業のアジア進出と文化の変化など。

東京大学 東洋文化研究所・大学院 教授
園田 茂人 氏

中国政治

84年筑波大学院地域研究科修士課程修了、87年慶應義塾大学院法学研究科博士課
程取得、98年同助教授、05年教授。中国の現代政治制度への造詣が深く、定期的に中
国の大学へ学生を連れてゆき学術交流している。

慶應義塾大学 法学部 教授 同東アジア研究所長
高橋 伸夫 氏

62年東京都生まれ。文学博士。学校法人大隈記念早稲田佐賀学院長。専攻は「古典
中国」学。著書「後漢国家の支配と儒教」「三国政権の構造と名士」「三国志よりみた邪
馬台国」など多数。

早稲田大学 理事・文学学術院 教授
渡邉 義浩 氏戦術 「三国志」

立命館大学大学院国際関係研究科修士課程修了、商社コンサルタント会社を経て、
中国中山大学管理学院、南開大学経済学院、復旦大学経済学院の客員教授。幼少の
頃から13年間の北京を含めて通算25年間滞在、11-12年度NHKラジオ中国語講座
講師。19年英国Reading大学客員教授。

甲南大学 経営学部 教授
杉田 俊明 氏華人ネットワーク Ⅱ

87年東京大学大学院人文科学研究修士課程修了、東京大学東洋文化研究所助手、
徳島大学総合科学部助教授を経て、96年東京大学大学院人文社会系研究科助教授。
専門は中国思想史（儒教史、東アジア王権論）

東京大学 大学院人文社会系研究科 教授
小島 毅 氏中国思想史

88年東京大学文学部中国哲学科卒業、90年東京大学大学院人文科学研究科修士
課程（中国哲学専攻）修了、91年京都大学人文科学研究科助手、03年東京大学大学
院人文社会系研究科助教授、09年同准教授著作「中国道教の展開」山川出版社08.6

東京大学 大学院人文社会系研究科 教授
横手 裕 氏中国思想 「道教」

九州大学大学院文学研究科中国文学専攻、同大学院博士後期課程中退、01年
二松学舎大学教授、10年「聞一多研究」で京大文学博士、現在東アジア学術総合研究
所所長兼務、日本聞一多学会代表幹事、六朝学術学会理事、日本中国学会・日本儒教
学会評議員。

二松学舎大学 文学部長・文学部教授 文学博士
牧角 悦子 氏中国思想 「儒教」

中国復旦大学、一橋大学大学院卒業、富士総合研究所、富士通総研経済研究所を経て、
09年から現職。専門は華人経済、アジア経済、中国の対外経済関係等。

拓殖大学 政治経済学部 教授
朱 炎 氏華人ネットワーク Ⅰ

90年JETRO入構。ラゴス、ロンドン、バンコクに駐在。広報課長、秘書室長を経て、
16年12月より対日投資部長として地方への外国企業誘致と共に、海外スタートアップ
企業の誘致を事業化。19年7月より香港に駐在し、日本食品の輸出振興、香港や台湾
企業の対日投資誘致に取り組む。

日本貿易振興機構 （JETRO） 香港事務所長
香港コネクション Ⅰ 高島 大浩 氏

95年早稲田大学法学部卒業、研究テーマ：「国家の国際違法行為責任」
（2016年安達峰一郎記念賞受賞） 国際法研究会委員（外務省国際法局）

早稲田大学 法学学術院 教授
特別講義 萬歳 寛之 氏

福井 一 氏中国市場攻略 Ⅰ

80年一橋大学商学部卒業、住友商事入社、80年代に北京駐在二度、98年香港駐在、
05年在広東省恵州事業会社副総経理、13年在江蘇省昆山事業会社総経理を経て
18年退職、中国関連コンサルタント会社代表、日本香港協会事務局長兼職。

日本香港協会 事務局長

大阪大学大学院修了、博士（文学）、専攻は中国思想史。著書に「諸子百家」「論語」
「中国の世界遺産を旅する」（中央公論新社）「孫子・三十六計」「孫子の兵法」
（角川ソフィア文庫）「軍国日本と孫子」（ちくま新書）など多数。

大阪大学 大学院文学研究科 教授
湯浅 邦弘 氏戦術 「荀子と韓非子」

戦術 「孫子と兵法三十六計」
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孫子曰く、、
　彼れを知り己れを知らば、百戦して殆うからず。
　彼れを知らずして己れを知らば、一勝一負す。
　彼れを知らず己れを知らざれば、戦う毎に必ず殆うし。

●事務局
　NPO法人 日本香港協会
　〒102-0083
　東京都千代田区麹町3-4
　トラスティ麹町ビル6F 
　香港貿易発展局東京事務所内 
　TEL 03-5210-5870


