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平成25年11月30日、石川県国際交流協会では、当協会の通訳・翻訳ボランティアの登録者を対象に、
スキルアップ研修会を開催しました。
当協会の通訳・翻訳ボランティアは、当協会からの依頼に基づき、国際交流団体などの交流事業や海
外からの来訪者に対する通訳業務、公共機関の各種資料の翻訳業務などを行っています。
研修会には、ボランティア登録者およそ50名が参加し、NHKのラジオ講座の講師などを務める関谷
英里子さんをお迎えし、「通訳・翻訳の心構えと成功のポイント」と題してご指導いただきました。
ここでは、研修会の主な内容についてご報告します。
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1  通訳について

（１）体験談の紹介
　　 　関谷氏の自己紹介を兼ねた同時通訳のエピソードを、ユーモアを交えてお話しいただきました。参加者から
笑い声もあがり、和やかな雰囲気で研修会がスタートしました。

（２）同時通訳の実演
　　 　一昨年アメリカから来日した著名人の講演を収録した動画を利用し、同時通訳を実演くださいました。同時
通訳は通常2人1組で行い、1人15分程度を交替しながら担当するそうです。同時通訳は、プロの通訳者でも
一度に集中できる時間には限界があるとのことです。

（３）通訳する際の留意点について
　　 　通訳は話している人と聞いている人の心をつなげるための媒体で、以
下の点に留意して対応することが大切であるとご説明くださいました。

　　・自分の通訳の不正確さにあまり気を取られない。
　　・メモを取り、レスポンスを早くして、表現を言い切る。
　　・直訳にとらわれず、自然な訳になるよう心掛ける。
　　　また、関谷氏は特に以下の点も意識しているそうです。
　　・話し手の呼吸のタイミングに合わせる。
　　・言葉の癖や息遣い、喉の音、ページをめくる紙の音など
　　 　さらに、事前に関連資料を集め、よく読み込んで、十分に準備をしたうえで、話し手がどのようなことを話
すか、その内容を想定して現場に立たれているそうです。

2  翻訳について

翻訳に際しては、いくつかの例を紹介しながら、言語のもつ文化的な背景を理解することの重要性をお話しくだ
さいました。例えば英語には「Busy as a bee（蜂のように忙しい）」という慣用表現がありますが、これは、
英語では働き蜂が忙しさの象徴になっていたり、BusyのBとbeeの音が連なって音として響きが良かったりする
ために定着した言い回しです。日本語にはそのように蜂をとらえる慣用表現がないので、「蜂のように忙しい」と
いうそのままの日本語訳ではなく、「大変忙しい、せわしなく働いて」などと表現する方が意味を伝えやすい場
面もあります。
また、以下の点も大切とのことです。
　・ 原文に忠実に翻訳することは重要だが、直訳が美しいとは限らないので、クライアントとコミュニケーション
を取り、状況によっては思い切った翻訳をする。

　・日本語能力を磨く。

3  ワークショップ

2人1組または3人1組になって、自己紹介を各言語に翻訳して発表したの
ち、配布された資料の画像を見て、各言語でその状況を説明する訓練を行い
ました。参加者は、様々な単語や表現、ジェスチャーなどを交えたり、互い
に教え合ったりしながら、スキルを高めるべく真剣に取り組んでいました。

4  研修会を終えて

参加者からは「通訳・翻訳は互いの心をつなぐ大切な役割を担っているということに気付かされた」、「具体的
な事例を交えながらの楽しい研修会だった」など、今回の機会が非常に有意義であった旨の感想が多数寄せられま
した。
当協会では、今後も様々な形で通訳・翻訳ボランティアに協力いただいている皆さんのスキルアップを支援して
いくことができるよう努めていきたいと考えています。また、通訳・翻訳をはじめとした国際交流に関するボラン
ティアについて県民の皆さんの理解が深まっていくことを願っています。
なお、次頁のとおり各種ボランティアを募集しています。お気軽にお問い合わせください。

当協会では、以下4種類の国際交流ボランティアの登録を随時、受け付けています。
登録を希望される方は、当協会までお知らせください。

●実際の活動は？
実際にボランティア活動をお願いする場合は、その都度、当協会

からお知らせし、ご検討いただいたうえで参加していただくことと
なります。当協会事業のほか、他の団体が主催する行事でご協力を
お願いする場合があります。

●必要経費は？
「通訳・翻訳」、「広報」、「留学経験者」ボランティアについ

ては、原則として無報酬ですが、交通費は依頼元よりお支払いしま
す。また、万一の事故に備え、ボランティア保険に加入していただ
く場合がございます。

●登録の期間は？
登録の有効期間は1年間（4月1日～翌年の3月31日）です。毎年

末に当協会から書類をお送りしますので、登録更新の手続きをお願
いします。

国際交流ボランティア募集

● 通訳・翻訳ボランティア ●
あなたの語学力を国際交流や在住外国人のサポー

トに活かしてみませんか？県内の自治体や国際交流
団体からの依頼に基づき、通訳・翻訳のご協力をお
願いしています。言語の種類は問いません。育児相
談会や各種レセプションでの通訳、在住外国人への
お知らせやアンケートの翻訳など、内容はさまざま
です。

● ホームステイボランティア ●
海外に家族を作りませんか？家族が一人増えた気

持ちでいつも通りの家庭生活を体験させてあげてく
ださい。日本語・日本文化を学ぶ海外の大学生等の
ホームステイの受入れをお願いしています。個室と
朝晩の食事をご提供ください。謝礼として1泊
3,000円お支払いします。 ホームステイの期間は
1週間から3ヶ月までです。

● 広報ボランティア ●
当協会の主催する事業や、県内の国際交流団体活

動のPRにご協力をお願いします！ 当協会や県内の
国際交流団体の活動を取材していただきます。ご提
供いただいた原稿や写真を機関誌「 I F I E 
PLANET」やホームページ等に掲載します。

● 留学経験者ボランティア ●
留学を目指す方々にあなたの経験を伝えてみませ

んか？海外留学相談会などのカウンセラーとして留
学を考える方にアドバイスをしていただきます。
ワーキングホリデーや海外でボランティアを経験さ
れた方も募集しています。

公益財団法人石川県国際交流協会（〒920-0853　金沢市本町1-5-3リファーレ3階）
●「通訳・翻訳」、「広報」、「留学経験者」の各ボランティアについて
　事業企画班／TEL：076-262-5932　Email：kikaku2@ifie.or.jp
●「ホームステイ」ボランティアについて
　石川県日本語・日本文化研修センター／TEL：076-222-5931　Email：homestay@ifie.or.jp

お問合せ・お申込み先
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「自分の世界が広がった3年間」 国際交流員　鄭　素媛（韓国）

国際交流員として石川県に来てから3年間が経ちました。短い間でしたけど、
今までこれほど多彩な経験ができた3年間はなかったと思います。韓国語を教
えたり、日本の小学生・中学生と友達になったり、料理教室でキムチを作ったり、
知事の通訳をしたり。また、日本人を始め中国、ロシア、ブラジル、アメリカ、
イギリス、インドなど、様々な国から来た人たちと交流することもできました。
自分が今まで生きてきた「韓国」という世界を通して色んな人と交流をする中
で、時にはぶつかったり、うまくいかなかったことも多々ありましたけど、や
はりこの「多彩な人が共存する世界」を実感し、学ぶことができたと思います。
そして私もその世界の1人として生きていられて、幸せだなと思いました。
横の写真は私の初めての韓国語講座を受講された皆さんが描いてくださった
私の似顔絵です。韓国語講座は、私にとっては一番難しかった仕事で、母国語
を教えることがいかに難しいかを実感しながらやっていまし
た。講座は毎週大変でしたけど、最後の講座の時に受講生の
皆さんから韓国語で「ありがとう」を聞いた時の感動は言葉で

言い表せないものでした。
国際交流員として石川県に暮らせたこの3年間を忘れずに、これからも色んな人と様々な形
で交流していきたいと思います。
石川県でお会いした皆様、まだお会いできていない皆様。またいつかどこかでお会いできる
日を楽しみに待っています。カムサハムニダ！

「真の多文化共生に向けて」 国際交流員　呉　穎（中国）

大学を卒業してからずっと江蘇省無錫の江南大学で日本語教師をしていました。ですから、石川県国際交流協
会で国際交流員として働いているのは、私にとって、とても光栄な仕事で、人生の変わり目とも言えます。協会
には5か国の国際交流員がいて、 彼らと時々、日本、自分の国、仕事について話をしますが、自分が子供のころ

から持っている思想、常識と全然違う意見もあるのでびっくりすると同時に、
いい勉強にもなります。
国際交流の目的は何でしょう。いろいろな文化に接して視野と思想を広げる
ことではないかとつくづく思い始めました。それと同時に、石川県での私たち
国際交流員の仕事によって、国際交流イベント、講演、語学講座などに参加す
る県民、訪問先の学校の学生、普段から交流する人たちにとりましてもよい効
果があると信じています。
今年の4月に大学の職場に戻っても、この目で見た美しい日本、この身で体
験した優しい日本、国際交流員として経験したこと、学んだことを中国の若者
に伝えていきたいです。もちろん学校だけではなく、江蘇省の地域の皆さんに
日本・石川県を知ってもらうイベントや講演会、国際理解講座などを開催した
いと思います。日中両国間の相互理解をより深め、真の多文化共生につながる
ことを目指して、今後も活動を続けていきます。

際交流員のコーナー国

離任の挨拶

呉　穎　（ゴ　エイ）
中華人民共和国陝西省西安出身。
西安交通大学で外国語及び応用言語
学（日本語）を専攻。無錫江南大学の
日本語教師。2013年4月より石川
県国際交流協会で勤務。

鄭　素媛（ジョン　ソウォン）
大韓民國ソウル特別市出身。
ソウル誠信女子大学で日語日文学を
専攻。2007年8月東京女子大学で
短期交換研修の後、2008年4月か
ら2009年2月まで大分別府大学で
交換留学を経験。2011年4月より
石川県国際交流協会で勤務。

石川インターヒューマンネットワーク
TEL：076-221-9901　　Email：iilounge@violin.ocn.ne.jp
所 在 地：金沢市広坂1-8-10（石川国際交流ラウンジ内）
開館時間：月曜～金曜9時～17時、土曜9時～16時
閉 館 日：日曜・祝日、12月29日～1月3日

問い合わせ先

国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

❶活動はいつごろから、どんな文化体験の場を？
 　1984年（昭和59年）に生まれ、今年で30年目を迎える団体です。
文化体験の場として次のような教室を開いています。日本語（レベル
に合わせたいくつもの教室）、着物着付け、料理、茶道、書道、尺八、
生け花、民舞、押絵、編み物、箏、折り紙、小物づくり、囲碁、篠
笛などです。

❷どんな先生が、教えているのですか？
 　石川県在住の、指導者としての資格のある先生方がボランティア
で指導しています。

❸どんな方が生徒として習いに来ているのですか？
 　留学生、留学生の配偶者、日本人配偶者、外国人配偶者、就業者、技能実習生、短期滞在者などです。また、
平成25年度夏期の「日本語・文化体験プログラム受講者」の学生は180名となりました。

❹日本文化体験や日本文化講座の学習はどんな形でおこなわれているのですか？
 　日本語の教室（地域型）は、学習者の多様性にできるだけ対応するために月曜日から土曜日まで、クラスを設
けています。茶道や生け花や習字は数人の先生がいますので、自分が出やすいスケジュールの教室を選ぶこと
ができます。

❺日本文化講座を学びたい人はどのようにして申し込めばいいのですか？
 　私たちの活動の場は、金沢歌劇座の横にある石川国際交流サロンの裏の袋小路の行き止まりにある石川国際
交流ラウンジです。和風の木造の2階建てです。玄関を入ると左側に事務所があります。親切な事務所の方が（も
ちろん弊団体の会員です）いますのでそこで申し込んでください。ご質問等も何でも受け付けています。電話
でも可能ですが、会場を見学した方が良いかもしれません。

❻日本文化体験にはどのようなものがあるのですか？
 　会員が力を合わせて次のような日本の行事体験の場を用意してい
ます。25年度は、6月―踊り流しの踊りの練習とハッピを着ての踊
り流し参加、7月―七夕祭り、11月―和太鼓体験、3月―ひな祭り
を開催しました。

❼石川インターヒュマンネットワークの会員になるには？
　文化講座の指導者になるには？
 　どちらの場合も、まずは会場を一度見学なさってください。会員になるには、年間5千円の会費を払ってく
ださい。大切な活動費になります。指導者になりたい方は事務所でその旨をお話ください。

創立30周年　石川インターヒューマンネットワーク
外国人留学生に幅広い日本文化体験の場を提供する団体
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H ost Family News
ホストファミリーニュース（No.22）

ホストファミリーボランティアとは
国際交流事業のひとつ「石川ジャパニーズ
スタディーズプログラム」に参加する外国
人を受入れしていただくボランティアです。
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ホームステイに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

（公財）石川県国際交流協会　語学研修班
石川県日本語・日本文化研修センター　TEL：076-222-5931　　e-mail：homestay@ifie.or.jp

  2013年度の新規研修生グループの紹介

  研修生が参加している能登研修旅行の様子を紹介

今年度新たに受け入れた2つのグループを紹介します。

●江南大学（中国） 1月12日から2月9日
大学は、石川県と友好交流協定を締結している江蘇省の無錫市

にある大学です。
今回、江南大学を受け入れることができたのは、国際交流員の

呉さんの橋渡しが大きかったようです。
とても日本語が上手なグループで、そのうち2人が当協会が開

催した外国人日本語スピーチコンテストに参加されました。

●南栄科技大学（台湾） 1月13日から2月9日
大学は、台南県にあり、将来通訳者や観光業での就職を目指す学生

が多くいるそうです。
当協会では、IJSPの拡大に向けて台湾に対してもPR活動を行っ

てきましたが、今回その活動が実を結んで新しく受け入れることがで
きました。

IJSPでは、能登や加賀の里山里海の景観を堪能し、温泉体験や地域の風土に触れてもらうため、研修旅行を
実施しています。
研修旅行は、石川の風土や文化を知るだけではなく、他の国の研修生との交流を深める良い機会となっています。

●千里浜
千里浜に着くと、とにかくみんな飛び跳ねます。広い海を見ると自然

に解放感が生まれるのでしょうね。みんな思い思いに散歩しています。

●気多大社・妙成寺
研修生は、神社仏閣にもとても興味があります。
気多大社では、宮司さんや巫

女さんから説明を受け、本殿では
お払いも受けます。
また、古色蒼然とした妙成寺

に感心しきりです。

●白米の千枚田
ここに到着すると、なぜかみんな一斉に海岸

へ降りて行きます。本当に皆さん海が好きなの
ですね。
夏の暑さにも負けず、元気いっぱいです。

●すず塩田村
すず塩田村では昔ながらの塩づくりを体験し

ます。砂地にまんべんなく海水を撒く作業は、
意外と難しいものです。やっぱり水が偏って水
たまりができてしまします。通路では、みんな
息を合わせてジャンプ。日頃の授業の緊張感か
ら解放されている様子が良く分かります。

●輪島朝市
露店を覗いて、ホストファミリーへのお土産

を買ったりしています。ホストファミリーと一
緒に飲むんだと地酒を買う研修生もいます。

研修生は、同じ学校と言ってもクラスが違っていたり、ましてや異国の人もいます。最初はお互いぎこちない
ですが、旅館に入って一緒に食事をしたりすると、次第に打ち解けてきて翌日からは友達同士になっています。
この旅行を機会にホームシックが癒される研修生もおり、IJSPにとって重要な行事となっています。
ホストファミリーの皆さん。研修生が家に帰ったら、旅行はどうだったと是非聞いてみてください。

●キリコ会館
能登の祭りをタイミングよく体験することはなかな

か難しいです。その代り、ビデオで能登の祭りを見たり、
キリコを担いでみながら祭りに思いを馳せています。


