


NIC 日本語教室（1〜3月コース）
●期間：1月14日（日）～3月25日（日）の毎週日曜日（全10回）　

※2月11日（日）は全館休館日につき休講

①NIC日本語の会
●対象：日本語を母語としない方
●時間：10:00～11:30、12:00～13:30、14:00～15:30
●定員：各コース15名～20名（定員を超えた場合は抽選）
●受講料：2,500円（10回分。別にテキスト代500円～1,000円）
●場所：名古屋国際センター
●申込方法：1月7日（日）11:00～11:30　名古屋国際センター5階 第1会議室

で受付後、順次面接。受講料の支払いは12:15から。

②NIC子ども日本語教室
　日常生活や学校で必要な日本語の学習支援を必要とする子どもたちを対象と
した日本語教室を開催します。
●対象： 日本語を母語としない6歳から15歳までの子ども（ 2002年4月2日～

2011年4月1日に生まれた子ども）
●時間：10:00～11:30　●定員：60名（定員を超えた場合は選考）
●受講料：1,000円（全10回）
●場所：名古屋国際センター3階　第1・2研修室、5階 和室
●申込方法：1月7日（日）9:45～10:15　名古屋国際センター4階 第3展示室で

受付後、順次面接（保護者または引率の方の同席が必要） 
問 交流協力課　☎052-581-5689　✉vol@nic-nagoya.or.jp

外国人の「心」と「からだ」健康相談会
　外国人住民が言葉や生活習慣の壁を越えて健康に安心して暮らすために、病
気の早期発見、予防、制度の周知等について通訳を介して総合的に対応できる相
談会を開催します。結核検診、健康相談、助産師相談、こころの相談、ワンコイン
検診の紹介等。名古屋市健康福祉局、外国人医療センター（MICA）との共催。
●日時：1月28日（日）13:30～16:00　●場所：名古屋国際センター 別棟ホール
●対象：外国人　　●参加費：無料　　●申込：不要
問 広報情報課　☎052-581-0100　✉info@nic-nagoya.or.jp

外国人のための税理士による税務相談
　確定申告に備え、この地域に在住の外国人を対象に、税に対する情報提供と個
別の相談会を通訳付きで実施。名古屋税理士会との共催。
●日時：①2月18日（日）10:00～16:00（12:00～13:00を除く）
　　　 ②2月10日（土）、17日（土）、24日（土）、25日（日）、
　　　　  3月3日（土）、4日（日）13:00～17:00
●場所：①名古屋国際センター 4階 展示室
　　　  ②名古屋国際センター 3階 情報サービスコーナー内
●対象：外国人の給与所得者（個人事業主は対象外）
●定員：①30人　②全日程で36人　　●参加費：無料
●申込方法： 1月10日（水）10:00から電話または来館にて受付（先着順）

　　※初めて利用する方の予約を優先します。
　　※ 当センターでの確定申告に関する手続きや相談は、本事業の実施

日においてのみ対応します。通常の行政相談などでは受け付けま
せん。また、個人事業主からの相談は受け付けません。

　　※ 資料の印刷を希望する場合、印刷代（1枚10円）をお支払いいただき
ます。

問 広報情報課　☎052-581-0100　✉info@nic-nagoya.or.jp

外国語で楽しむ絵本の会
　外国人ボランティアによる外国語の絵本の読み聞かせを行います。外国の絵
本ならではのイラストや色使いを見るだけでも楽しめます。
●日時：12月10日（日）14:00～15:00　特別企画「冬の暮らし」（英語）
            1月14日（日）14:00～14:30（英語）
            1月28日（日）14:00～14:30（英語ほか）
●場所：名古屋国際センター 3階 ライブラリー
●参加費：無料　　●予約：不要
問 広報情報課　☎052-581-0100　✉info@nic-nagoya.or.jp

NIC 地球市民教室「発見！体験！地球市民キャンパス」
Mission 〜多様性を社会のチカラに、地球の課題を自分ゴトに〜

　外国人講師、NGOやNIC職員など当事者や現場に携わる人からの報告、発題、
ワークショップを通して世界の現状について理解を深めます。自分のミッション
へとつなげるテーマを選んで参加していただきます。
●日時：1月13日（土）13:00～17:00
●場所：名古屋国際センター 別棟ホール
●対象：中学生・高校生、教育関係者　　●参加費：無料　　
●定員：50名（要申込）
●プログラム：
　【前半の部】「多様性を社会のチカラに」
　 テーマ①「世界のジョーシキ、日本の常識」　
　 テーマ②「私の周りの外国人」
　【後半の部】「地球の課題を自分ゴトに」
　 テーマ③「アジアの健康とわたしの健康」　
　 テーマ④「途上国の子どもたちと“学校”」
　【全体会】地球のSOSに耳を傾けよう～グループでMissionにチャレンジ！～

与えられた課題解決に向けて、グループでできることを考えるワーク
ショップを行います。

●申込方法：12月12日（火）10:00より、メール、電話、ウェブサイト及び来館にて
受付。定員に達し次第締切。電話と来館の受付は9:00～17:00（月曜
休館）。

申込・問 交流協力課　☎052-581-5691　✉koryu@nic-nagoya.or.jp
 URL http://www.nic-nagoya.or.jp/

日本語ボランティア研修 2017
〜開かれた地域社会をめざして〜

第7回　�お話を聞く会「発達障がいがある外国につながる子どもとその家族に
対する支援～子どもの得意を活かした学び方～」

講師：清長豊氏
（NPO法人アジャスト代表理事／療育指導員・療育コンサルタント）

　「子どもにも保護者にもわかりやすい」をモットーに、子どもに関わることを
包括的にケアしてきた講師の経験から、外国につながりがあり発達障がいがあ
る子どもとその家族への必要な支援について紹介します。
●日時：1月13日（土）13:30～15:00
●場所：名古屋国際センター 3階 第2研修室
●対象：日本語ボランティア関係者およびその活動に興味のある方
●参加費：500円（TNN会員は無料）　　●定員：先着50名（予約不要）
問 交流協力課　☎052-581-5689　✉vol@nic-nagoya.or.jp

災害時外国人支援ボランティア研修
　名古屋市には2017年10月現在、7万7千人を超える外国人が暮らしていま
す。その中には、災害が起きた時に言葉や習慣の違いから必要な情報や支援を得
ることが困難な人々がいます。今年度の研修では、「外国人被災者に寄り添う」を
テーマに、シミュレーション等を通して、災害時における外国人支援について考
えます。
●日時：1月20日（土）13:00～17:00
●場所：名古屋国際センター 別棟ホール 
●参加費：無料　　●定員：60名
●申込方法： 12月5日（火）10:00から1月14日（日）17:00まで、メール、電話、ウェブ

サイトおよび来館にて受付。定員に達し次第締切。電話と来館の受付は
9:00～17:00（月曜休館）。

申込・問 交流協力課　☎052-581-5689　✉seminar-vol@nic-nagoya.or.jp
URL http://www.nic-nagoya.or.jp/

Global Youthデー
「今、“グローバル人材”へのトビラを開けよう！」

　NIC Global Youth Award 2017応募団体による活動紹介とプレゼンテー
ション審査を行います。グローバルに活躍している高校生・大学生・NGO等の
団体による活動紹介があります。また、書類審査を通過した団体によるプレゼ
ンテーション審査をご覧いただけます。グローバルな視点で活躍するための具
体的な方法を学び、参加者一人ひとりがグローバル人材への第一歩を踏み出す
きっかけとなる刺激的な1日です。
●日時：2月18日（日）13:00～17:00
●場所：名古屋国際センター 別棟ホール
●対象：一般（中学生以上）　●定員：150名　　●参加費：無料 
●申込： 1月18日（木）10:00から、メール、電話、ウェブサイトおよび来館にて受

付。定員に達し次第締切。
電話と来館の受付は9:00
～17:00（月曜休館）

申込・問 交流協力課　
☎052-581-5691　
✉ koryu@nic-nagoya.

or.jp
URL http://www.nic-

nagoya.or.jp/

NIC ライブラリー冬休みクイズラリー
　名古屋国際センターのライブラリーの図書や子どもニック・ニュースを使っ
て、「世界の冬の暮らし」についてのクイズに答えます。新しい「へえ？ 」「そう
か！」を探してみましょう。プレゼントもあります。
●日時：12月10日（日）～1月14日（日）10:00～16:00
　　　　（毎週月曜日および12月29日～1月3日は休館）
●場所：名古屋国際センター3階ライブラリー、情報カウンター
●対象：小・中学生　　●参加費：無料　　●申込：不要
問 広報情報課　☎052-581-0100　✉info@nic-nagoya.or.jp

第 53 回　留学生の夕べ
　主催・愛知留学生会、共催・名古屋国際センター、愛知留学生会後援会による留
学生と市民の交流イベント。留学生によるステージ・パフォーマンス（民族衣装
を着て母国の歌や踊りの披露）やブース出展、料理の実演と試食による各国の文
化紹介を行います。それらを参加の留学生と市民が一緒に楽しみながら交流で
きます。
●日時：12月16日（土）12:00～17:00
●場所：名古屋国際センター 別棟ホール他
●入場料：一般500円、学生300円（中学生以下は無料）
　　　　　※一部有料ブースあり
●申込：不要
問 国際留学生会館 留学生課　☎052-654-3511

　外国人講師と一緒に各国のぎょうざを作りながら、それぞれの
文化や暮らしについて、日本語で話を
聞きます。
●日時：1月14日（日）14:30～16:30
●場所：名古屋国際センター 3階 
　　　 第1研修室
●対象・人数：小学生と保護者15組
　　　　　　（申込先着順）
●参加費：1人500円
●申込：電話による申込のみ。申込開始：12月17日（日）10:00～
申込・問 広報情報課　☎052-581-0100

　冬号のテーマは、「世界の冬をめぐる‘ぐるぐる旅’。」世界の冬
の暮らしを紹介します。北極圏やロシアの極寒の地での自然とと
もにある冬の暮らしに暑い国の冬の話などなど、大人も子どもも

つい‘ぐるぐる’何度も読み返してし
てしまう楽しいエピソードが満載で
す。お子さんと一緒にぜひ世界の冬を

‘ぐるぐる’旅してみてください。NIC
および市内図書館、児童館、生涯学習
センターなどで配布するほか、NICの
ウェブサイトからもダウンロードで
きます。

● 講演・セミナーなど ●

名古屋市在住外国人人口（国・地域別）
上位８か国（平成29年10月1日現在）

国・地域 人　数

１位 中 国 22,577

２位 韓国・ 朝鮮 16,935

３位 フィリピン 8,893

４位 ベ ト ナ ム 6,788

５位 ネ パ ー ル 4,581

６位 ブ ラ ジ ル 4,075

７位 ア メ リ カ 1,787

８位 台 湾 1,081

名古屋市在住外国人総人口 77,181

名古屋市総人口 2,314,125

● 外国人を対象とした事業 ●

● イベントなど ●

名古屋国際センターサポーター募集中！
　NICの活動を支援していただくために、サポーター（賛助会員）を募集しています。
　みなさまのご協力をお待ちしています。

※会員期間：学生・個人（平成30年3月迄）、団体（入会月から1年間）

団体賛助会員　9月・10月更新団体

年会費���学生1,500円　個人5,000円　団体50,000円

●サポーター（賛助会員）になると…
●NIC主催の講演会や交流会へのご優待をいたします。
●隔月刊広報誌「ニック・ニュース」をお送りします。
●月刊外国語情報誌「ナゴヤ・カレンダー」（希望者のみ）をお送りします。
●入会記念品
●来館にてお申込みいただいた方には、世界寺子屋運動フェアトレード製品の「ペンケース」または
「カードケース」を差し上げます。
問�総務課　☎052-581-5674

東海学園大学、中日本建設コンサルタント㈱、名古屋商工会議所
（50音順）

旅旅
ぐるぐる

世界の　　を世界の　　を してみようしてみよう
冬冬

▲Global Youthデー2016の様子

を作ってみよう。を作ってみよう。
ぎょうざぎょうざ世界の

行って

らっしゃ～い子どもニック・ニュース
冬休み号発行のお知らせ

日時、内容などを変更する場合がありますので、予約不要のイベントでも、念のため事前にお問い合わせください。

1 2017・18/12・1ニックニュース 22017・18/12・1ニックニュース



放送ボランティアの皆さんは、日本語の原稿をそれぞれの言葉に翻訳し、
スタジオで読み上げます。

8月24日、名古屋市立大学より2名のインターンシッ
プ研修生を受け入れました。業務の一環として在館留
学 生 に 対 す る イ ン タ ビ ュ ー を 実 施。 取 材 に 応 じ た の
は、2017年4月より愛知県立大学に通うブラジル出身の 
ギリェルメ マノエル ヴィラドス サントスさんです。

＊　　＊　　＊
私はインターネットで日本のビジュアル系バンドを見て

興味を持ち、メンバーのブログを読んだり、歌詞を理解す
るために日本語を勉強しました。また、日本にはブラジル
人が多く、母国にも日系人が多いため、更に日本語を極め
たくて留学を決意しました。

多くの日本人のブラジルに対するイメージには「サッ
カー」、「カーニバル」などがあると思いますが、全てのブ
ラジル人がサッカー好きというわけではありません。私は
日本人が抱いている母国のイメージを壊し、日常的な生活
習慣なども紹介していきたいと思っています。

ブラジルは多文化社会で、アフリカやヨーロッパなど
様々な地域の文化が交わっているため、異文化に対して違
和感がなくフレンドリーです。その点において日本人は

少し壁があると思うこともありますが、
私は日本の文化の世界観が大好きです。伝統的なものなら
着物、最近のものではアニメやビジュアル系バンド。これ
らは世界のどこの国も真似ができない日本独自のもので
す。何よりも日本の一番素晴らしいところは人々が優しい
ところです。今は毎日とても充実していてハッピーです。

＊　　＊　　＊
（取材を終えた研修生より）
ギリェルメさんは笑顔が素敵で日本語が上手で、楽しい時間を過

ごすことができました。また、ブラジルの視点で日本について語って
いただき、日本の多文化共生社会実現のために何をすべきかを考え
る上での貴重な機会となりました。

〈取材・執筆〉
名古屋市立大学人文社会学部 
３年生　山下 陽

ひ

奈
な

子
こ

さん
１年生　湯浅 綾

あや

佳
か

さん

NICで行われる「留学生による言語・文化紹介
講座」では、12月10日（日）にギリェルメさんが
ブラジルについて紹介します。詳しくはNICの
ウェブサイトをご覧ください。
URL http://www.nic-nagoya.or.jp/  
問 総務課 ☎052-581-5674 ▲取材を終えてすっかり打ち解けた三人

　（左から湯浅さん、ギリェルメさん、山下さん）

愛知県や名古屋市の情報を外国語でお届けしているラジオ放
送「 Global Voice 」。その放送を支えている放送ボランティ
アの皆さんを紹介します！

貧困は目に見えない…
だから“相手と向き合う”ことが大切

特定非営利活動法人　わぴねす

“NIC Global Youth Award 2016※”において、現場に根付
いた活動や、高い実績から特別奨励賞に輝いた特定非営利活動法
人わぴねすの名古屋支部長、川原 脩

しゅう

汰
た

さん（名古屋大学3年生）
からのメッセージです。

＊　　＊　　＊
私たちは、インドで故郷から追い出されたハンセン病元患者

が暮らしている“コロニー”（定着村）で活動しています。その
目的は、村の抱える差別問題、就労・教育問題を解決し、コロニー
の人々の社会的尊厳を取り戻すことです。

わぴねすの活動“協働型ワークキャンプ”とは!?
9月と3月に私たち学生メンバーが“コロニー”を訪れ、現地

の若者たちと生活します。
その中でゴミ箱づくりや井
戸の整備など、ワークも一
緒に行い、「支援者」と「被
支援者」ではなく、「私」と

「あなた」という個人対個人
の信頼関係を築きます。

“コロニー”の若者の変化、日本の若者の変化
“ワークキャンプ”を重ねるごとに、“コロニー”の若者たちは

真摯にワークに向き合うようになります。私が訪れた際も、「ワー

クやろう！」と積極的に声を掛けてくれました。
私たちも彼らの姿を見て、貧困層のマイナスイメージが変わ

りました。村に行けば歓迎してくれ、困ったときは助けてくれる。
そんな気さくで優しい彼らの“友達”として村を一緒によくした
い！という気持ちを抱くようになりました。

今年8月の聞き取り調査から見えてきたこと
活動拠点の1つ、西ベンガル州マニプールでは活動の成果も出

てきており、活動を終えようかと考えました。しかし、本当に村
の課題が解決したのか不明だったので、村人107名に聞き取り
調査を行いました。その結果、差別意識からか村人の作った商品
が売れなかったり、仕事に就けず貧困から抜け出せなかったりと、
まだまだ課題があることが分かりました。
「貧困」の現実を、村の人たちに寄り添い、話を聞き込んでか

ら判断しないと、間違って認識してしまうことを痛感しました。
＊　　＊　　＊

今後は、日本のハンセン病療養所を訪れるなど、ハンセン病
への理解をより深めていきたいと話す川原さん。「自分たちで考
えて、行動できることが“わぴねす”の魅力」と力強く語ってく
れました。新しいメンバーも随時募集中です！
http://wappiness.org/

※「国際交流・国際協力・多文化共生」などの分野で活躍している若者の団体
を表彰し、活動をサポートするNICのプロジェクト。

国際留学生会館とは… NICが2001年から管理・運営している、名古屋市港区にある留学生専用の宿泊施設。居室90室のほか、研修室や和室、体育室
などを備え、100名の留学生が生活できる。日本文化理解講座の開催や各種相談・情報提供、地域住民との交流などを行っている。

特に目的があるわけではないけど、ぶらっと来てみたら、
気になることに出合える場所。
このコーナーでは毎回NICライブラリーのご紹介をします。

このコーナーでは、NICの事業やボランティアさんの活動などをご紹介します。
みなさんの知らなかったNICのあれこれを見つけてみてください。

A メキシコ料理

▲�現地の子供たちと（左から2人目が川原さん）

▲若者同士の交流

翻訳するときは、書き
言葉と話し言葉の訳
し方の違いや、日本独
自の文化をどこまで
説明するか、よく考え
ています。
表情が声に出るので、
笑顔で読むようにし
ています。

長いこと担当してい
ますが、未だに収録は
緊張します。お腹の鳴
る音がマイクに入っ
てしまい、録り直しに
なったことがあるの
で、空腹でスタジオに
入らないように気を
つけています。

初めは急な代役を務
め、その後レギュラー
になりました。翻訳は
正しく伝わるように
工夫しています。発音
や言い方の勉強のた
めに、よくラジオを聴
いています。

翻訳は、日本語の直
訳ではなく、韓国人
に分かりやすい表現
を心がけています。
韓国語の放送を、日
本人の皆様にもたく
さん聴いていただき
たいです!!�

大学時代は放送部に
いたので、ボランティ
アの話を聞いてすぐ
に応募しました。
収録前には舌の運動
と深呼吸をします。友
人に「お前かと思った
が、お前より声がい
い」と言われたことが
あります（笑）

放送で取り上げてほしいトピックや、
番組へのご意見、ご感想などをお送り
ください！

問 広報情報課 ラジオ放送担当
☎ 052-581-0100
✉ info@nic-nagoya.or.jp

ZIP-FM 77.8MHz “Global Voice”
土曜日　6:17AM ～（英語・ポルトガル語）
日曜日　6:17AM ～（中国語・韓国語）
NICと（公財）愛知県国際交流協会（AIA）が隔
週で担当しています。AIA担当週は、日曜日
の韓国語に代わりスペイン語になります。

9月2日（土）、名古屋国際センターは、外務省国際機関人事センター、
国際連合地域開発センターとの協働で、グローバル人材育成セミナー

「国際協力分野で働こう！～地球を視野に～」を開催しました。
会場には、大学生などの若い世代を中心とした170名が集まり、国

際協力分野で活躍する様々な団体から、グローバルな舞台で働くこと
の意義や具体的な方法、求められる人物像などについて学びました。
また、セミナーと併せて開催した個別ガイダンスも盛況で、参加者た
ちは積極的にブースを回り、担当者から熱心に話を聞いていました。

参加団体の一つ、名古屋NGOセンターの田口さんは、参加者に向
けて「国際協力について、インターネットで調べるだけでなく、今日
のように様々なイベントに参加して、多くの人々と対話し、自分の目
と耳で感じることが大切だ」 と話しました。
今回のセミナーは、当センターがグローバル
人材に必要と考える「共感力」「思考力」そ
して「行動力」を養う第一歩になったようです。

▲国際協力への関心度チェック（挙手が高いほど熱意がある）

参加団体
・（一社）海外コンサルタンツ協会
・（株）国際開発ジャーナル社
・（独）国際協力機構
・（一社）国際交流サービス協会
・（特活）名古屋NGOセンター

「食と文化」
年末年始は特別な料理を作ったり、頂いたり

する機会が多くなります。この機会に料理を異
なる角度から知るというのはどうでしょうか。

今回はユネスコ無形文化遺産に登録されてい
る食文化の本をご紹介します。それらの料理は
ただおいしいだけでなく、その土地の歴史、文
化、生活風習と密接に結びついていることが評
価され、登録につながります。その料理がどの
ように継承されてきたか、地域でどんな役割を
担っているかなど、料理の背景にある文化に目
を向けると、目の前にある料理が、ただ空腹を
満たすだけの食事ではなく、先人からのメッ
セージのようにさえ思えます。

Q フランス料理、地中海料理と
一緒に 2010 年に初めて食文化と
して無形文化遺産に登録されたの
はどこの料理？

ク イ ズ

▲「世界遺産になった食文化」
ライブラリーではシリーズ
全7巻をご覧いただけます。

▲アダム・シモンズさん（英語）
　出身地：オーストラリア
　放送ボランティア歴：16年

▲飯塚清美さん（ポルトガル語）
　出身地：ブラジル
　放送ボランティア歴：4年

▲エガワ・メリンダさん（英語）
　出身地：アメリカ
　放送ボランティア歴：5年

▲高
コ

　熒
ヒョン

徳
ドク

さん（韓国語）
　出身地：韓国
　放送ボランティア歴：１年

▲馬
マ

　勝
シェン

超
チャオ

さん（中国語）
　出身地：中国
　放送ボランティア歴：4年

▲個別ガイダンスの様子
子どもの国際理解コーナー

愛知県立大学 日本文化学部 特別聴講生
ギリェルメ マノエル ヴィラドス サントス（ブラジル出身）

名古屋市立大学インターンシップ研修生の
異文化体験－在館留学生へのインタビュー取材

E aí galera, tudo bem?
エアイ　ガレラ！トゥードベン？

みんな、元気？ポルトガル語

「グローバル人材育成セミナー」

国際協力・貢献に関心を
寄せる170名が参加しました！
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　日本がバブル景気に沸いていたころ、アジア、南米を

中心に多くの外国人が労働者として日本にやってきま

した。いわゆる「来日外国人」と呼ばれる人たちです。そ

れまで長年日本に在住しており、日本語を母語とする

人の多い「在日外国人」とは異なって、「来日外国人」を

めぐるコミュニケーションの問題が様々な場面で浮上

してきました。病院の診察室、警察での取り調べや法

廷のような、人の生命や人生に関わる場でのコミュニ

ケーションの問題は重大ですし、役場の窓口や各種相

談窓口でのコミュニケーションの齟齬は、日常生活に

支障をきたします。地域社会で暮らす外国人が安心し

て暮らすことができるよう、言葉の壁を取り除く役割

を担っているのが「コミュニティ通訳者」です。

＊　　＊　　＊

　コミュニティ通訳は、会議通訳や外交通訳、ビジネス

通訳などとは異なる特徴があります。まず、地域住民を

対象にしているので、会議通訳者の使用言語がほとん

ど英語であるのに対し、地域の需要に応じて多様な言

語が使われます。たとえば、近年では南米出身者の数が

減少する反面、フィリピンやベトナムから来日する人

たちの数が急増したので、通訳言語の需要もまた変化

しており、多くの地域でタガログ語やベトナム語の通

訳者の不足が問題になっています。また、暮らしの中の

様々な事柄に対処する現場で仕事をするので、文化の

違いという壁に直面することも多く、異文化間の橋渡

しの役割も求められます。そして、コミュニティ通訳の

最も重要な特徴は、外国人住民の基本的人権保護に密

接に関わっているということです。外国人住民も地域

社会の構成員であり生活者であることは、国の多文化

共生施策上、はっきり認められています。その人たちに

とって、言語によるコミュニケーションができないこ

とで、自由権や生存権を含む、基本的人権が脅かされる

ような事態を避けるために、通訳を付けるのは非常に

重要なのです。

＊　　＊　　＊

　コミュニティ通訳には「司法」「医療」「行政」「教育」な

どの分野がありますが、司法と医療は非常に専門的な

ので、全面的にコミュニティ通訳の範疇に入るわけで

はありません。一般的に需要が高いのは、学校での通訳

や行政窓口･各種相談窓口での通訳です。外国につなが

る子どもたちの指導、税金や保険、生活保護などに関す

る手続き関係の相談、児童手当・予防接種など子育てや

乳幼児医療に関する相談、重い内容ではDV被害者か

らの相談など、テーマは様々です。

＊　　＊　　＊

　コミュニティ通訳は人々の生活に直接関わる場面で

の通訳ですので、通訳者には必ず守らねばならない行

動規範があります。まず、守秘義務です。仕事を通して

得た情報は決して他に漏らしてはいけません。そして、

元の発言への忠実性です。たとえ、コミュニケーション

を円滑にしようという親切心からであっても、自分の

勝手な解釈で、情報を足したり引いたり変えたりして

はいけません。また、どちらかの味方につくようなこと

なく、公平性と中立性を守る必要もあります。それが

正確な通訳につながるからです。通訳スキルだけでな

く倫理や行動規範に対する認識も兼ね備えたコミュ

ニティ通訳者に対する需要は、今後ますます高まるで

しょう。

●架け橋としての通訳者
　2016年3月、日本政府は訪日外国人数を2020年に
4千万人、2030年には6千万人に増加させる目標※1を
定め、訪日外国人の受入体制を更に整えていくとしま
した。2020年には東京オリンピック・パラリンピック
開催も控えており、これらを背景に様々な分野で通訳
の需要が高まっています。
　その一方でテクノロジーは目覚ましく発展してお
り、AIなどによる機械翻訳の精度も以前と比べて格段
に向上しています。スマートホンなどの普及で、一般市
民でも通訳・翻訳アプリなどを使えば外国人とコミュ
ニケーションをとることが比較的容易になりました。
しかし、だからといって通訳者の存在が不要になると
単純には考えられません。コミュニケーションは人と
人との間で行われるものであり、その間には言葉の違
いだけでなく、文化・慣習・宗教などの違いも存在しま
す。異文化の架
け橋となるには
双方の背景を理
解していること
が重要であり、
そこに、人間の
通訳者の存在意
義があると言え
ます。

●通訳者の活躍と「コミュニティ通訳」
　一口に「通訳」といっても、日本企業と海外企業との
交渉におけるビジネス通訳、国際会議などで同時通訳
を行う会議通訳、観光で訪れた外国人を案内する観光

ガイド通訳など、その活動分野や専門性によって様々
な種類があります。特に2017年5月に成立した「改正
通訳案内士法」による規制緩和※2もあり、訪日外国人へ
の観光ガイド通訳は注目されている分野の一つです。
これらの通訳は、観光やビジネスで短期的に日本を訪
れる外国人が主な対象者となります。
　その一方で、日本で中長期的に暮らす外国人も、生活
の様々な面で言葉の壁にぶつかっています。日常会話
程度の日本語能力を持っていたとしても、難解な行政
用語は役所での手続きを困難にさせます。病院では治
療方法や薬についての日本語の理解に間違いがあった
場合、命に関わる事態となってしまいます。また、何ら
かの事件や災害が発生した場合など非日常の場面で
は、言葉だけでなく法律や文化の違いも大きな壁とな
り、問題解決まで大きく遠回りをしてしまうこともあ
ります。このような生活者を支える通訳を総じて「コ
ミュニティ通訳」と呼んでいます。

　今回の特集では、コミュニティ通訳の研究者で、コ
ミュニティ通訳者の養成・研修にも携わっている金城
学院大学の水野教授からコミュニティ通訳について解
説していただくともに、この地域でコミュニティ通訳
者として働く方々へのインタビューを行いました。

　あなたは何語が話せますか？外国語に弱いと言われがちな日本人ですが、旅行や仕事、またスポーツや音楽などを通じ
て外国語に触れる機会は実に多くなりました。インターネットの普及によって外国語を学ぶ環境も以前より充実してお
り、英語に限らずいろいろな言語を得意とする人も増えています。
　2か国語以上の言語を操って仕事をする「通訳」には、国際舞台で活躍する華やかなイメージがあるかもしれません。 
しかし、もっと身近な場所で活躍する通訳者が必要とされているのをご存じでしょうか？

▲産婦人科での医療通訳のようす（P7参照）

※１　「明日の日本を支える観光ビジョンを策定しました！」（国土交通省　観光庁）
　　　http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics01_000205.html
※２　これまで「通訳案内士」という国家資格を持つ人のみに限られていた有償での観光ガイド通訳を、無資格者にも認めるようになった。

2018年3月までに施行予定。

水野　真木子（みずの・まきこ）
京都府立大学文学部卒業、立命館大
学国際関係研究科修士課程修了。
金城学院大学文学部英語英米文化
学科教授。国際関係学修士。
通訳翻訳学、法言語学を専門とし
て、コミュニティ通訳、法廷通訳の
研究および通訳教育に携わる。著書

に『コミュニティー通訳入門』（大阪教育図書、2008）『コ
ミュニティ通訳　多文化共生社会のコミュニケーション』
（共著、みすず書房、2015）などがある。

▲�NIC情報サービスカウンターでの通訳を介した行政相談

▶�NIC情報サービスコーナー
（3階）では、7言語の通訳
を介して相談を受けられ
る（P9参照）

寄稿
金城学院大学教授　水野真木子

コミュニティ通訳とは生活者を支える通訳
　～コミュニティ通訳の仕事～
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◆医療通訳の仕事との関わりを教えてください。
鈴木：出稼ぎブームの90年代から、西尾市周辺にはブラジ
ル人が多く住んでおり、当院でもブラジル人の出産が多く
なっていました。私は当時、週1回のポルトガル語講座をし
ていたのですが、その縁で病院初の常勤の通訳職員として
採用されました。ブラジルにいた時は理学療法士をしてい
たので、両国の医療現場について分かることは強みでした。
現在はあいち医療通訳システムにも登録しており、他の病
院で医療通訳を行うこともあります。

◆山田産婦人科の通訳体制について教えてください。
鈴木：現在当院のポルトガル語通訳職員は常勤2名と非常
勤1名の体制です。ベトナム語・インドネシア語の対応がで
きる看護師・助産師も働いています。日本人職員も積極的に
簡単な挨拶などを覚えて、患者さんとコミュニケーション

をとっています。昨年当院ではブラジル人61件、フィリピ
ン人26件、ベトナム人16件など、全部で132件の外国人の
出産がありました。

◆�出産の慣習の違いなど、通訳の面でどのような苦
労がありますか。

鈴木：日本では出来る限り自然分娩を推奨しているのです
が、ブラジルでは帝王切開を選ぶ人も多くいます。このよう
な方針の違いについては診察の時に説明するだけでなく、
ブラジル人向けの母親教室を開催して、妊娠中から出産後
に気を付けることなどを説明しています。みなさん家族ぐ
るみで積極的に参加して、いろいろ気になったことを質問
してくれます。文化の違いはしっかり説明をすれば、納得し
て受け入れてくれるので、いかに伝わるように話すかを経
験から学んできました。

◆行政通訳の仕事との関わりを教えてください。
山田：行政通訳だけでなく、通訳全般を仕事としています。
中区役所のフィリピノ語通訳は現在フィリピン人移住者セ
ンター（FMC）※1という団体が委託を受けており、FMCか
ら派遣されています。

◆中区役所での通訳の仕事内容を教えてください。
山田：週に1回、火曜日の午後1時から5時までが中区役所の
フィリピノ語通訳の対応時間です。通訳内容は区役所にお
ける手続き全般が対象となりますが、中区にはフィリピン
人の女性が多く住んでいることもあり、主には4階の民生
子ども課で、妊娠・出産時の制度説明や児童手当の手続きな
どの通訳をしています。同じ建物内の中保健所で通訳を行
うこともあります。

　自分の留学経験から、異言語・異文化の中で暮らすのはと
ても大変なことだという思いがあります。通訳の際には、言
葉だけでなく、文化の違いによる認識の違いを緩和したり、
「日本語がわからない」という理由で、その人が損をしない
ための手伝いをする役割もある、と思っています。

◆�手続きや制度を理解してもらうための工夫などは
ありますか。

山田：行政用語を直訳しても理解してもらえないことがあ
ります。通訳者の原則は「足さない・引かない・変えない」で
すが、難しい言葉は単語に分けて説明するなど、理解して
もらうことを第一に考えて通訳しています。相手の様子を
伺って、理解しているか、誤解は無いかの確認をこまめに行
うようにしています。また、通訳
者は直接相談を受ける立場では
ありませんが、言葉の表現の仕方
や、話し方に気を付けています。

◆法廷通訳の仕事との関わりを教えてください。
Ｔ：一般の通訳や英語指導などの仕事のかたわら、法廷通
訳人として活動してきました。始めた当時は法廷通訳が珍
しく、裁判所も通訳を交えて裁判を行うことに慣れていま
せんでした。裁判の進め方や専門用語に戸惑うこともあり
ましたが、自分なりに工夫・勉強して対応していました。現
在は法廷通訳人のための手引きがありますし、裁判所主催
でセミナーが開催されたり、裁判所も通訳人の仕事の仕方
に理解をもって対応してくれるようになり、とても仕事が
しやすくなりました。

◆法廷通訳の仕事内容を教えてください。
Ｔ：裁判所からの依頼を受けて法廷通訳を担当することが
決まったら、事前準備として起訴状、冒頭陳述、尋問事項な
どの裁判に関する書類の翻訳を依頼されます。これらの内
容についての守秘義務※2はとても重要です。通訳対象者が
被告人の場合、弁護人の接見（身柄を拘束されている被告人
と面会すること）に同行することも大切だと考えています。
母国語ではなく第二言語として英語を話す人の対応をする
ことも多いので、内容を含め、相手の英語のレベル、語彙力、

話し方のクセなどを事前に把握することが、正確な通訳に
つながると考えています。
　裁判の際には被告人、弁護人、検察官、裁判官、裁判員、証
人など、裁判官の指揮により、基本的に発言は全て通訳しま
す。連日裁判が行われることが多い裁判員裁判を除き、月に
数回の頻度で、多くは２、３か月くらい、まれに１年を超え
て続くケースもありますが、通常、通訳人は第１回公判から
判決まで一人で行うことが多いです。

◆法廷通訳人として心がけていることはありますか。
Ｔ：守秘義務はもちろんのことですが、特に大事なことは
通訳対象者との信頼構築です。これは被告人の味方になる
ということではなく、「この人ならきちんと通訳してくれ
る」という仕事への信頼です。裁判では、被告人の発言内容
が接見時と異なることもありますが、通訳人は「法廷で言っ
ていること」しか通訳しません。自分は法廷で公平に通訳す
る立場であることを、最初に接見した際にあらかじめ伝え
ています。
　また、新しい言葉や状況はどんどん出てくるので、世界情
勢やニュースを常にチェックして、自分の知識に厚みを持
たせています。

　ケガや病気だけでなく、新しい命を迎え
る時にも病院は必要となります。山田産婦
人科（西尾市）では、1993年から常勤の通訳
職員を配置して、外国人の出産に関わって
きました。同病院でポルトガル語通訳とし
て働く鈴木マーガレッチ若子さんにお話を
伺いました。

　転入・転出、納税、保険年金、妊娠・出産、進学など、様々なライフス
テージにおいて、役所での手続き（行政手続き）は必要であり、在住
外国人も例外ではありません。しかし、日本語が分からないと適切
な行政サービスにアクセスすることが困難になります。各種相談窓
口で対応する行政通訳者は、このような外国人の心強い味方です。
　名古屋市の区役所のうち、行政通訳者が配置されているのは中
区役所（中国語・フィリピノ語）と港区役所（ポルトガル語）です。中
区役所でフィリピノ語通訳として働く山田さん（仮名）にお話を伺
いました。

※ご本人の希望により、お名前は仮名で表記しています。

　社会経済の国際化とともに、外国人が関係する裁判も増えています。日本語が分からない外国人の人権を保障し、適正な裁判
を行うために選任されるのが、法廷通訳人です。刑事裁判における法廷通訳人は、裁判での被告人、弁護人、検察官、裁判官、裁
判員、証人などの発言を通訳して、法廷内の外国人と日本人の橋渡し役を担う存在です。
　国際交流の活発化や外国人労働者の増加を背景に、法廷通訳の需要は高まっています。しかし、言語によっては通訳人候補
者の数がいまだ十分とはいえず、裁判所でもその確保に努めています。
　平成29年4月1日現在、全国で62言語3,823人が通訳人候補者名簿※1に登載されています。その中で、英語の法廷通訳人と
して活躍するＴさん（仮名）にお話を伺いました。

※ご本人の希望により、お名前は仮名で表記しています。

〜医療通訳者を志す人へ〜
鈴木さんから…語学力や医療知識はもちろん、双方の文化を
知り、中立性を守ることは大事です。外国人コミュニティは
狭いので、守秘義務にも気を付けないといけません。病気の
告知など辛い場面もありますが、命が生まれた時や病気が回
復した時には笑顔でありがとうと言ってもらえるので、モチ
ベーションの向上につながります。人との関わりが好きな人
にはおすすめです。

〜行政通訳者を志す人へ〜
山田さんから…行政通訳に限らず通訳全般において、常に勉強
することは重要です。私はインターネットを通じて現地のテレ
ビやラジオを視聴して、表現や言葉をアップデートしています。
　行政通訳者は、相談者の言葉だけでなく文化的背景を理解し
て、異国で暮らす難しさや置かれた状況に共感できる思いも、
根底に持っていたほうが良いと思います。

〜法廷通訳人を志す人へ〜
Tさんから…自分で勉強するだけでなく、色々な場所で自分
の力を試してみてください。法廷通訳は、言っていることを
正確に通訳することが基本ですが、法廷は、通常の生活環境
とは異なる場です。常日頃から、裁判を傍聴したり、裁判を扱っ
た海外の映画等を見て、状況や使われている言葉などを知り、
慣れることもよい勉強になります。
　裁判では色々な状況が起こりうるので、自分で判断をする
ことなく、基本的に裁判官の指揮にしたがいます。

名古屋地方裁判所から…通訳人候補者に必要とされる資格や
経験はありませんので、十分な通訳能力のある方で意欲のあ
る方は、名古屋地方裁判所にご連絡ください。通訳業務の経
験に応じた研修も行っています。

法廷通訳人に関する問い合わせ

名古屋地方裁判所刑事訟廷事務室　☎ 052-203-8902

医療通訳者

行政通訳者

法廷通訳人（司法通訳者）

※１　裁判所に書類を提出し、面接を受けるなどして、適性を備えていると認められた人が、法律用語や注意事項の説明などの手続を経て「通
訳人候補者名簿」に登載される。その後、外国人の関わる裁判がある際に、裁判所から通訳の依頼を受けることで、法廷通訳人として活
動をする。

※２　法廷通訳の仕事を通じて知り得た個人情報や公表されていない事件情報について他人に漏らしてはならない義務のことをいう。

※１　在住フィリピン人によるNGO。生活相談・同胞支援、国際交流、国際理解教育などの活動を行う。

▲証言台と裁判官席の間、書記官席の隣が通訳人の席

裁判官席

通訳人席
書記官席

証言台

▲�中区役所　民生子ども課（4階）

コミュニティ通訳者に聞きました
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特
　
集

 

者の電話を繋ぎ、三者間通話を可能にします。

●テレビ電話での対応

　平成29年5月からは、タブレット端末を利用してNICと
名古屋市の区役所・支所をつなぐ、テレビ電話通訳システム
が導入されました。手続きなどのために区役所・支所を訪 
れた外国人が、職員と日本語で話すことが難しい場合、NIC
の多言語スタッフがテレビ電話を通じて、手続きなどの通
訳を行います。新しく導入したばかりのシステムですが、

「相手の顔が見える
ことで、トリオホン
よりも通訳しやす
い」「音質がクリアで
聞き取りやすい」な
ど、多言語スタッフ
の評判は上々です。

問広報情報課　☎052-581-0100

次号の特集テーマは「多文化防災」を予定しています。次号予告

　日本に暮らす外国人を支えるコミュニティ通訳は、今後より多くの人材、そしてより多くの言語が必要とされるはずです。コ
ミュニティ通訳者の養成講座は、自治体やNPOなどの主催で、各地で開催されています。得意な言語のある方は、ぜひ一度参加
してみてはいかがでしょうか。
　また、日本語しか話せない人でもできる“通訳”が「やさしい日本語※1」です。あなたが「やさしい日本語」を使うことは、少しな
ら日本語が分かる外国人にとって、とても大きなサポートになります。
　言葉の壁によって、外国人の人権が奪われることのないよう、コミュニティ通訳の存在がより広く認知され、日常生活の多く
の場所で通訳が利用できるような制度の整備が望まれます。

※１　「簡単な単語や表現を用いる」「一文を短くして構造を単純にする」「漢字にふりがなをつける」などの工夫で、外国人にも分かりやすくした
日本語。

●情報サービスコーナー窓口対応

　NIC3階の情報サービスコーナーでは、カウンタースタッ
フによる日本語と英語の対応の他に、ポルトガル語、スペイ
ン語、中国語、フィリピノ語、ハングル、ベトナム語の計8言
語で相談対応をしています。相談内容は多岐にわたり、「日
本語を勉強したい」「外国語の通じる病院に行きたい」「結婚
するための手続きが分からない」「家族を日本へ呼び寄せた
い」など、生活における様々なことがらの問合せが来館・電
話・メールで寄せられます。これらの対応の際に通訳・翻訳を
行うのが、NICの多言語スタッフです。日本に長く暮らし十
分な日本語能力のある外国人や、留学や転勤などで海外に
長く暮らした経験のある日本人などが多数活躍しています。

●トリオホンでの対応

　区役所、保健所、公立学校など公的機関と外国人の間で
問合せや伝達事項がある場合、トリオホンというシステム
を使って対応する
こともあります。
普通の電話は二者
間でしか通話でき
ませんが、トリオ
ホンは別々の場所
にある公的機関・
NIC・外国人の三 ▲�トリオホン通訳を行うスペイン語スタッフの嶋津

ビクトリアさん

▲テレビ電話通訳を行う中国語スタッフの陳
ちん

悦
えつ

さん

　仕事ではなく、ボランティアとして語学力を生かす方法
もあります。
　NICでは、日本語と日本語以外の言語が日常会話程度か
それ以上できる方を対象に、災害語学ボランティアの募集
を行っています。災害語学ボランティアは地震等の大規模
災害時に、日本語が十分に理解できず情報を得ることが出
来ない外国人のために、区役所や避難所での通訳・翻訳、情
報収集・提供等の活動を行います。
　登録された災害語学ボランティアを対象に、年に複数回
の研修を行っています。基本的な活動の流れを学ぶ機会や、
災害時の外国人支援のあり方を考える研修、外国人に対す
る聞き取り訓練等、様々な機会を提供しています。

　災害語学ボランティ
アの登録には、登録説明
会へのご参加をお願い
しております。次回の登
録説明会は下記の通り
実施しますので、ご関心
のある方はお申込みの
上、ぜひご参加ください。

▲�「なごや市民総ぐるみ防災訓練」で外国人へ
の聞き取り訓練を行っている様子

【次回登録説明会】　日時：1月14日（日） 15:00～16:00
※前日の午後5時までに、電話またはメールにてお申込みください。
問 交流協力課　ボランティア募集担当
　 ☎052-581-5689（9:00～17:00） ✉vol@nic-nagoya.or.jp

■多言語スタッフ対応日時■
曜日・時間帯

言語

火～金 土 日

10～12 13～17 10～12 13～17 10～12 13～17

ポルトガル語・スペイン語 ● ● ● ● ● ●

中国語 ● ● ● ● ●

ハングル・フィリピノ語 木曜のみ ● ●

ベトナム語 ●

※日本語・英語は火～日曜の9:00～19:00で対応。月曜休館。

 南京の魅力
2500年の歴史を誇る南京市は、

明
みん

をはじめ10の王朝と政権の都と
して栄えた街で、「中国四大古都」
の一つです。明の建国者朱

しゅ

元
げん

璋
しょう

（洪
こう

武
ぶ

帝
てい

）の築いた城壁は、
全長35.276kmに及び、今もその3分の2以上が街の中に
残っています。観光地としても有名で、中国革命の父、孫

そん

文
ぶん

の陵墓である 中
ちゅう

山
ざん

陵
りょう

や、
洪武帝の陵墓である明

みん

孝
こう

陵
りょう

などがあり、多くの観
光客を惹きつけています。
皆様も、機会があれば、ぜ
ひ足を運んでみてはいかが
でしょうか。

 交流の歩み
　名古屋市は1978年12月に南京市と友好都市提携
を結びました。以来、両市の中学生によるジュニアス
ポーツ交流など、活発な交流が行われてきました。現
在は、音楽の分野などにおける市民の交流が行われて
います。今年4月には、二

に

胡
こ

という中国の伝統的な楽
器による演奏会が開かれ、南京市から演奏家が参加し
ました。当日は、「さ
くらさくら」など日
本の伝統的な楽曲
が演奏され、充実し
た文化交流が行わ
れました。

「看護師として何か新しい挑戦をして
みたい」そう思った時に青年海外協力隊
を知り、応募しました。パラグアイのグ
アィラ県ビジャリカ市にある「パラシオ・
デ・フスティシア保健ポスト」という、
地域に保健サービスを提供する事務所に
派遣が決まりました。

活動先の地域は生活習慣病の人が多
く、虫歯も抜くしか治療法がない医療環
境でした。そこで、子ども達が大人に
なっても自分自身の健康を守れるよう、
地域の小学校を巡回し、栄養や歯磨きの
指導などを行いました。苦労したのは、
性教育やエイズに関する指導が文化的に

タブーとされていたことです。授業を受
け入れてもらいやすいように、妊婦さん
の症状を体験するゲームをするなど、内
容を工夫しました。同僚や教員が私の活
動が上手くいくよう授業をサポートする
など、応援してくれたことがとても嬉し
かったです。

派遣前は、開発途上国といえばアフリ
カの栄養失調の子ども、というイメージ
しかありませんでしたが、パラグアイで
の活動を通して、世界中にはまだまだ多
くの課題があるということに気づきまし
た。そして貧困とは、お金や食べ物がな
いだけではなく、子ども達が将来の夢や

選択肢を持つことができない、というこ
とも含まれると実感しました。しかしパ
ラグアイの子ども達はいつも明るい笑顔
でいきいきと生活しています。私自身が
本当の幸せとは何だろう、と考えさせら
れた2年間でもありました。今後はパラ
グアイで経
験したこと
を日本で発
信し続けて
いきたいと
考えていま
す。

▲巡回先で歯磨き指導をした子どもたちと
（中央が大原さん）

メキシコ地震救援金募金箱設置のお知らせ（12月28日まで）
　9月19日にメキシコ中部で起きたM7.1の地震により、姉妹都市メキシコ市にも大きな被害がありました。名古屋市ではこの災害に
対し募金箱を設置しましたので、ご協力をよろしくお願いします。
設置場所：名古屋市観光文化交流局国際交流課内、名古屋国際センター 4階窓口・3階情報カウンター、市民活動推進センター内

　名古屋市と南京市は1978年12月に友好都市提携を結
び、来年度40周年を迎えます。その記念すべき年に向け、
南京市の魅力をお伝えします。

編集後記 NIC ３階のライブラリーには海外紹介や洋書だけでなく、「コミュニティ通訳」のような、多文化共生や外国人支援に関するさまざま
な書籍もあります。ぜひ“ぶらり”と訪れてみてください。（加）

中山陵

▲

JICA名古屋市デスク 谷村 祐樹　E-mail：jicadpd-desk-nagoyashi@jica.go.jp　TEL：052-581-5691（名古屋国際センター交流協力課内）

パラグアイってどんな国？ 1.面積
　40万6,752平方キロメートル
　（日本の約1.1倍）
2.人口　685万人（2016年、パラグアイ統計局）
3.首都　アスンシオン
4.民族
　混血（白人と先住民）95％、先住民2％、
欧州系2％、その他1％
5.言語
　スペイン語、グアラニー語（ともに公
用語）
6.宗教　主にカトリック（信教の自由
は憲法で保障）

7.主要産業
　農牧業（大豆）、牧畜業（食肉）、林業

（出典：外務省HP　各国・地域情勢）

パラグアイ

二胡の演奏会

▲

「パラグアイの子ども達に、
健康な未来を託したい！」

大 原 育 子 さん
（青年海外協力隊・パラグアイ・看護師・2015.3～2017.3）

南米の国・パラグアイで、看護師隊員として活動した 
大原さんに、谷村国際協力推進員がインタビューしました。

NIC　情報サービスコーナー　多言語スタッフの仕事

ボランティアで外国人を支える　～災害語学ボランティア～
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