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巻頭言 
 
 

通訳翻訳研究所長 大森 裕實 
 
通訳翻訳研究所（Institute of Interpreting and Translation）は愛知県立大学外国語学部附置の

組織として平成 （ ）年 月に設置された、新しいコンセプト“「理論的基盤研究」と「実践的応

用研究」の統合”に基づく研究機関であり、多言語にわたる通訳翻訳の理論と実践を研究し、そ

の成果を学内及び愛知県下の行政・企業・団体等に還元することを目的とする。本年度は黎明

期２年目に当たる。

上掲の目的達成のために、外国語学部（英米学科と国際関係学科をブリッジするEICコース、
中国学科の翻訳・通訳コース）・大学院国際文化研究科（国際文化専攻の英語高度専門職業人

コース）・通訳翻訳研究所において、三位一体で通訳翻訳の教育と研究を一貫して行なうことに

より、通訳翻訳の研究・教育の充実と通訳者・翻訳者の輩出を図る――これこそ基本コンセプト

に掲げた「実践的応用研究」を体現するものである。実務経験豊かな講師による講演会や研究

会の開催、通訳・翻訳理論講座の開講、支援テクノロジーの研究及び開発、教材作成、学内グロ

ーバル化の支援、地域社会貢献のための出張講義、研究所年報の刊行などを行なう。

このたび、昨年度に引き続き、事業計画に掲げた「通訳翻訳研究所年報」第２号に相当する

『ことばの世界』第 号を発行する運びとなった。本誌には、研究所員による学術論文及び実践

報告に加えて、本研究所が主催または支援する活動報告を掲載した。ご高覧のうえ、忌憚のな

いご意見を本研究所（E-mail: IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp / Tel: 0561-76-8654 [office direct]）
までお寄せいただければ幸いである。 
さて、本研究所の実質的活動２年目の平成 （ ）年度に実施した事業活動は次のとおりで

ある。 

．公開講演会の開催（「定例講演会」 件）

．ワークショップの開催（「通訳（ 支援）ワークショップ」 件）

．研究所ゼミナールの企画（「翻訳講座―理論と実践―（第 回）」／不開講）

．研究所所蔵図書及び資料の充実（「通訳研究」「翻訳研究」「聖書研究」）

．大学院生研究支援（「翻訳理論・実践研究会」）

．研究所年報『ことばの世界』第 号の刊行

．公的視察の受入と対応（「外部有識者（岐阜薬科大学長及び中経連専務理事）視察」「法人評

価委員会視察」「愛知県県民生活部県民総務課視察」「愛知県宮本副知事視察」）

本研究所としては「５年先の外国語学部及び大学全体の人材育成に関する方向性に対する

見通しを誤らずに、夢のある事業計画を立案し、その実現に向けて確実に歩みを進めていきた

い」と考えていることを「通訳翻訳研究所年報」創刊号に記したが、それは次年度からの本学中

期計画目標に「県立大学型人材バンクの整備」（本学学部卒業生・大学院修了生を中心とした通

訳・翻訳分野に携わる人的リソースの発掘と組織化）を掲げて、その姿勢を明らかにした。
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最後に、本年度の地域社会貢献の一環として、（財）愛知県国際交流協会（神田真秋会長）か

らの委嘱を受けて、「平成 年度ボランティア研修会《通訳・翻訳講座》」の講師として本研究所

長みずから２回の講演を行なった（ ）ことを附言しておきたい。このように、

本研究所の存在が少しずつ該地域に認知され、期待されつつある現状を報告して、巻頭言の締

め括りとする。

 

平成 年（ 年）度 研究所会議構成員

研究所長 
副研究所長 
副研究所長 
副研究所長 
外国語学部長 

大森 裕實

袖川 裕美

原 潮巳

森田 久司
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（ヨーロッパ学科フランス語圏専攻） 
（英米学科） 
（中国学科） 

部門長会議 
通訳研究・実践部門 
翻訳研究・実践部門 
支援テクノロジー研究部門 

袖川 裕美

原 潮巳

森田 久司 

 

研究所員 
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小池 康弘
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研究所ウェブサイト URL http://www.for.aichi-pu.ac.jp/iit-ibara/index.html 
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論文 

ボランティア通訳翻訳者のための 
必須基礎知識提要 

 
 Essentials of Fundamental Knowledge 

 of Interpretation and Translation for Volunteer Cohorts 
 

英 米 学 科

大 森 裕 實

Yujitsu O’MORI 
 
緒言 
本稿執筆の契機は、㈶愛知県国際交流協会（神田真秋会長[前愛知県知事]）から依頼を受け

た「平成 29年度ボランティア研修会《通訳・翻訳講座》」の講師として 2回の講演「《通訳》《翻訳》
に関する理論と実践」（2017.12.07 及び 2017.12.16）を行なったことにある。当該講演のための
新しい試みとして、袖川裕美准教授（BBC ワールドニュース放送通訳者／本研究所通訳研究・

実践部門長）とトークショーを行なう形で、日頃から確認しておきたいと思っていた事項について

経験豊かなプロ通訳者の視点からの回答を引き出すことにより、ボランティア通訳翻訳者にとっ

て欠かすことのできない基礎知識及び予備的心構えを提示することができた。 
本稿はその講義資料を基に、通訳翻訳者（主にボランティアまたは初心者）にとって必須と思

われる基礎知識及び最新の学会発表や講演で得られた情報をまとめたものであり、当該分野に

とって一種の「テキスト」の役割を果たすことも意図されている。 
 
1. 《通訳》に関する基礎知識と実践 
1.1 通訳の種類と概要 
ここでは、小松（2005: 3-8）に依拠し、袖川准教授及び本稿筆者の経験的知識に基づき、通

訳業務をカテゴリー化して提示する。 
①通訳方式に基づく分類 
「逐次通訳」（Consecutive Interpretation）――通訳の基本。話し手の発話を区切って、
順次通訳していく方式。日本の場合、1区切りは20～60秒程度（欧米ではもっと長い）。
通訳技術の 3 要素である「理解」「リテンション（記憶とノートテイキング）」「表現」が相対
的に識別しやすいため、通訳訓練に適している。 

「同時通訳」（Simultaneous Interpretation）――通訳の中の花形。第二次大戦後のニュ
ールンベルグ裁判で初めて公式に会議通訳として採用された。通訳者は専用ブースで

当事者の発話を聞きながら同時に通訳するが、話の内容理解が必要になるため、実際

には 3～10 秒のズレが生じる。この時間的ズレ幅を EVS（Ear-Voice-Span）という。言
語間の距離が大きい場合には、このズレの克服が課題となる。欧米ではプロ通訳の約

90%は同時通訳。 
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「ウィスパー通訳」（Whispered/ Whispering Interpretation）――上掲の「同時通訳」の
一種だが、専用ブースに入らず、被通訳者の耳もとで囁くように通訳する。フランス語

に由来する Chuchotage とも呼ばれる。意思伝達のサポーター的役割も演じる。 
「リレー通訳」（Relayed Interpretation）――複言語が使用される国連会議やサミットの場

面で、Source Lang.から Target Lang.に直接通訳せずに、いったん共通言語に通訳
されたものからリレーして通訳するもの（例えば、ロシア語⇒英語⇒日本語）。この場合、

リレーの中軸となる言語を Pivot Lang.と呼ぶ。 
「サイトラ」（Sight Translation）――話し手のスピーチが原稿に基づく場合に、事前に入手

された原稿に基づき通訳するもの。事前準備に十分な時間が割ける場合と、会議直前

に原稿がもたらされて、準備時間が不十分なまま、通訳者の技量が問われる場合もあ

る。 
②通訳形態に基づく分類 
「会議通訳」（Conference Interpreting）――国際会議、外交交渉、国際シンポジウム、 
セミナー、講演会などで活用される最も典型的な通訳。通訳方式は、同時通訳の他、 
逐次通訳、サイト・トランスレーションも含まれる。AIIC（Association Internationale  
des Interprètes de Conférence）という国際会議通訳者協会がジュネーブ（スイス）に 
在る。 

  「ビジネス通訳」（Business Interpreting）――上掲「会議通訳」と明確に峻別することは難 
しいが、特に民間企業において行なわれる通訳を意味する。この通訳では、企業に所 
属する通訳者が担当する場合と、企業から依頼された外部プロ通訳者が担当する場合 
がある。 

「コミュニティー通訳」（Community Interpreting）――地域に住む外国人の数が急増す 
る昨今、公共サービス（特に、医療、福祉、教育）において必要性が拡大している通訳

分野。「リエゾン通訳」（Liaison Interpreting）や「対話通訳」（Dialogue Inter- 
preting）とも呼ばれる。ボランティア通訳が活躍する主領域でもある。ビジネス通訳の
中で難易度の低い随行通訳やレセプション通訳もこの一種と見なされる。 

  「放送通訳」（Media Interpreting）――テレビやラジオ放送で使われる通訳。日本では、 
アポロ 11 号の月面着陸の同時中継で世間の注目を浴びた（1969.7.20；通訳は西山 
千、國弘正雄、村松増美、小松達也等）。衛星放送及び二ヶ国語放送の発達により、 
特に、湾岸戦争（1991.1.17）の 24 時間体制の CNN ニュース報道等で威力を発揮し 
た。スピーチや記者会見は通常の会議通訳と同じだが、定時ニュース番組では録画を 
事前視聴して行なうため「時差同通」と呼ばれることがある。 

 「法廷/司法通訳」（Court Interpreting）――法廷や関連施設（警察や拘置所）における 
通訳。米国では各州に「法廷通訳者」という資格制度がある。日本でも最近需要の高ま 
っている分野。第二次大戦後のニュールンベルグ裁判のように同時通訳が主流だが、 
日本の極東軍事裁判の場合は逐次通訳で行なわれた。日本では、日本語－英語間の 
他に、南米スペイン語、ブラジルポルトガル語、中国語、タガログ語、タイ語、ベトナム 
語、インドネシア等の通訳者の増強が求められている。 

  「医療通訳」（Medical Interpreting）――上掲の「コミュニティ－通訳」の一種だが、総合 
診療等、人間が行なう通訳に代わって自動翻訳機器の活用が期待される分野でもあ 
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る。 
   「手話通訳」（Sign Language Interpreting）――音声モードの通訳に加えて行なう、視 

覚モードの通訳。医療や福祉分野での手話通訳の必要性に加えて、記者会見、報道 
番組、シンポジウム、公開講座等公共性の高い場面における手話通訳も重要度を増 
している。 
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のに」や「こんな言い方は誤解を招くのに」といった所感を押し殺すことが難しくなり、ついつい自

分自身が前面に出てしまうようになると、それは通訳としての引退時期だということをかつて國弘
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いのだろうか。実は、第 1 節で記述した「ウィスパー通訳」がその分野に相当するのではないかと
思われる。「ウィスパー通訳」は依頼人に寄り添う「コミュニケーション通訳」ともいうべき存在で、そ

の意味では依頼人のブレインとしての存在になりがちである。事実、アポロ 11 号の月面着陸同
時通訳１）で名を馳せた西山千（1911-2007）は駐日米国大使E. O. ライシャワー（在任1961-64）
の個人通訳としてブレイン的存在であったと言われ、同様に、國弘正雄（1930-2014）も第 66 代
総理大臣三木武夫（在任 1974-76）の外交ブレイン（外務省参与）として活躍した。古くは、第 45
代及び第 48-51 代総理大臣吉田茂（第一次内閣在任 1946-47；第二次～第五次内閣在任
1948-54）の私設秘書を務め、GHQ とわたり合った白州次郎（1902-85）の名が想起される。 
 
1.3 通訳の Accommodation 
本節の表題としたAccommodationの意味するところは「聞き手にとってわかりやすい通訳とは
何か」ということに尽きる。 
①EVS（Ear-Voice-Span）「聴取－発話間隔」 
EVS とは、通訳者が当該発話内容を耳で聴いて、その訳を声に出すまでの時間間隔（ズレ）

を意味する。同時通訳では、話し手の発言が始まると間髪なくフォローして訳出していく必要があ

るが、現実には、話し手の発言の意味と方向性をある程度理解してからでないと訳出できない。

例えば、“I think living in Japan is obviously very different from living in Australia….”
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という発言は、下線部を聴くまでは訳出に入れず、少し遅れて「日本に住むということは…」と始ま

ることになる [小松（2005: 104）]。 
このEVSを決定するのは“unit of meaning”であり、これには言語特性が反映する。例えば、

“In Australia, you can’t go anywhere / without a vehicle, /…”という発言では、英語とフラン
ス語間通訳では前置詞 without の前で意味単位を括ることができるが、英語と日本語間通訳で
は、前置詞句の後まで含めないと意味単位を形成することができない [小松（2005: 105）]。 
英語と日本語というような言語間距離の大きな通訳の場合にEVSが長くなることは不可避であ

り、これを克服する通訳技能としては Waiting 及び Anticipation が求められる２）。これを無視し
て、無理やり早口でまくし立てるような訳出は、たとえ情報量が多く正確であっても、聞き苦しさを

惹起することになる。 
②Mental Model / Mental Representation（心的表象） 
メンタル・モデルは同時通訳において最も重要な認知過程であり、通訳作業の流れ（Compre- 

hension「理解（Source Language）」⇒Retention「リテンション」 [memory & note-taking]⇒
Re-expression / Re-formulation「再表現（Target Language）」）において、「理解」と「再表現」
の中間に位置する現象であると考えられる。これを「イメージ化」（Visualization）と呼んでもよい。
話し手の発言の片言隻句を記憶するというよりは、脱言語化（de-verbalization）して、頭の中に
一枚の絵のような具体的イメージを描くことができれば、それを基づいて、通訳者が自分自身の

言葉で表現することが可能となる――これこそが理想的な通訳過程である。 
このことは外国語学習・教育にも通底する認知過程であり、Text（書かれたり発話された文）を

理解するには、その Text が産出された背景にある Context（脈絡、状況）を具体的にイメージし
て、それを頭の中で再構築することが必要な作業となる。この脳内のイメージ化こそが「解釈」

（Interpretation）そのものであると言っても過言ではない。 
③新崎隆子「聞き手の視点から見た同時通訳と逐次通訳」（日本通訳翻訳学会第 18回大会 

2017.9.9）の意味するところ 
通訳というものは、送り手（Interpreter / Addresser）の視点からその有効性が論じられること

が多いが、受け手（Interpretee / Addressee）の視点に立って「わかりやすい通訳とは何か」を
改めて認識させてくれる研究発表が新崎隆子（東京外国語大学講師／放送通訳の草分け的存

在）によってなされた。新崎（2017）に基づき、その内容を簡潔にまとめておく３）。 
同女史による調査の動機は「通訳の質を評価するのは聞き手である」とする信念に在る。同時

通訳と逐次通訳の忠実性に関する比較研究は、Gile（2001）に依拠すると、「同時通訳の方が逐
次通訳よりも正確である」という結果が得られているが、それは通訳の専門家の評価であって、利

用者の評価ではない点に疑問が残る。そこで、同時通訳と逐次通訳の有用性に関する調査を行

なうこととし、「日米首脳共同記者会見のオバマ大統領の冒頭発言と最初の質問に対する答え

（2016年 5月 25日）の同時通訳と逐次通訳」を素材として、一般視聴者 8人（男性 6人、女性 2
人）と通訳専門家 5人（通訳訓練・実務経験合わせて 10年以上）による評価実験を実施した。そ
の結果、量的分析としては、(1) 視聴者は同時通訳よりも逐次通訳の方が分かりやすいと感じる
傾向があること、(2) 視聴者は同時通訳よりも逐次通訳の方が原文に忠実だと判断する傾向があ
ること、(3) 専門家は音声評価でデリバリーを重要視する傾向があること、(4) 専門家は、音声評
価よりも忠実性評価の方がばらつきが少なく、逐次通訳と同時通訳の差を視聴者よりも少なく感

じていることが分かった。最終的な考察として、「視聴者が同時通訳よりも逐次通訳を支持した理
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由」は、(1) 日本語の構文が自然で違和感がない=頭からセグメントごとに切って訳す「同時通訳
調」に慣れていないこと、(2) 十分に内容を理解できる時間を与えられたこと（逐次通訳の時間は
同時通訳の 1.5 倍）、(3) 通訳の技術的な難しさを考慮せず、純粋に「分かるかどうか」を優先し
たことに存する。一方、「専門家が同時通訳を視聴者よりも高く評価した理由」としては、(1) 同時
通訳の難しさを知っており、逐次通訳に対する期待が高いこと、(2) デリバリーを重要視=フィラ
ーの少ない同時通訳を評価し、繰り返しの多い逐次通訳には厳しいこと、(3) 特に、評価1（通訳
の音声を聞いて「内容」と「デリバリー」を5段階評価）では「自分と比べてどうか」という視点から評
価した可能性があることを指摘することができる。結局、通訳を利用する時には、同時通訳と逐次

通訳の長所と短所を考慮して、使い分ける必要性があるという帰結に落着する――同時通訳の

特性は、(1) 時間的な効率性が高いこと、(2) 時間が限られている時や質疑応答のように速い反
応を求められる時、ニュースや挨拶など内容が分かりやすいものに望ましいこと、(3) 完璧に近
い同時通訳ができれば、それが通訳の理想であることが挙げられ、他方、逐次通訳の特性は、

(1) じっくりと内容を聞きたい時に望ましいこと、(2) 原発言の言語が分かる場合は通訳者に全面
的に依存する同時通訳よりも満足できること、(3) 時間的に余裕のある逐次の方が正確であるこ
と、(4) 話し手としては内容を確認して答える時間を稼げるので安心であること、(5) 自分の言い
たいことを深く理解した上で聞き手に伝える工夫をしてもらえること等が挙げられる。 
 
1.4 サイトラ（Sight Translation）研究最前線 
日本通訳翻訳学会では、サイトラ研究を推進すべく、サイトラ・プロジェクトを立ち上げて、毎年

研究報告を行なっている。 
サイト・トランスレーション（通称「サイトラ」）は、話し手が予め準備した原稿を読む場合に行なう

通訳であり、公式会議ではこの形式が多く、同時通訳の場合も逐次通訳の場合もある。サイトラ

技術は会議通訳者にとっては重要である。 
また、サイトラは言語転換という知的作業の点で通訳者養成のトレーニングにとって欠かせな

い [小松（2005: 84）]。同時に、サイトラは日本の英語教育における読解能力の涵養とも密接に
つながっている。英語教育では、英語のような SVO 型言語を日本語 SOV 型言語に転換すると
いう「語順の壁を越える試み」を明治期以来行なってきた――「訳読」（漢文訓読方式）⇒「直読直

解」（漢文素読方式）⇒「翻訳」（原文の流れ読み）⇒「通訳」（時間的制約と順送り）。 
いわゆる「スラッシュ・リーディング」は《英文解釈》、「サイト・トランスレーション」は《口頭翻訳・

通訳訓練》、「サイト・インタープリテーション」は《原稿附き通訳》と関係する。 
サイトラの認知システムは、当該文の①分割⇒②保持⇒③組換えを連関する同時プロセスとし 

て行なうところに特徴がある。 
 
1.5 スピーチ・レベルと言語的文体論（Linguistic Stylistics）及びレトリック（Rhetoric） 
政府の公式会議、ビジネス会合、学会シンポジウム、公開講演会、レセプション、街頭インタビ

ュー等々、そこで使用される語彙や文体はさまざまである。専門的な言い方をすれば、スピー

チ・レベルが異なるということである。それでは、そうした場面での発言を通訳する場合に、それ

に相応する日本語に訳出するよう心掛けるべきなのだろうか。経験則では、そこまで思い巡らす

余裕が通訳者にはないということである。ドナルド・トランプ米国第 45代大統領の発言が（意図的
に）粗野であるとしても、それを粗野な日本語に（意図的に）訳出するということはない。“同時通
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訳の神様”との異名を取った國弘正雄は、ブッキッシュで（堅苦しい）四字熟語（漢語的表現）を

多用した通訳を行なうのが常であったが、それは話し手のスピーチ・レベルと合致していても、聞

き手のスピーチ・レベルとは相容れない場合もあったのではないか。それにもかかわらず、國弘

流は理にかなっている。大和言葉のほうが易しくて分かりよいというものだが、おのずから長くな

る。通訳の発言のほうが原発言より長いというのは不自然であろう。そこで、漢語的表現と大和言

葉的表現が混淆している訳出が、聞き手側の心地よさを誘発することになる。英語でも、少し気

取って bon voyageや savoir faire といったフランス語を散りばめてみるようなものではないか。 
他方、映画字幕（Superimpose）のように、字数制限のある訳は物足りなさを惹起するのだから、
訳出の長さの適否は容易には決められない。 
ところで、英語学・言語学の観点からは、英語の文体的特徴として、名詞句表現の多用を指摘

しておきたい。英語の名詞句表現は、概念を凝縮化してコンパクトな食べやすいものに仕立て上

げて、相手に送り出す表現手段である。従って、次の事例に見るように、いったん解凍して、それ

を動的表現にしなければ十分に咀嚼できない。すなわち、英語から日本語への通訳・翻訳の場

合、静的表現を動的表現に転換する作業が訳出には求められる。ただし、翻訳の場合には時間

があるため、この種の改訂が可能であるが、通訳の場合には時間的制約が課せられるため難し

い作業であることは否めない。 
 
   事例 1  “… that if near-natives have the same knowledge as that exhibited by 

natives, the existence of UG constraints on L2 acquisition is confirmed; …” 
「もし近似ネイティブが真ネイティブが示すのと同じ知識をもっているとすれば、第

二言語習得上に普遍文法制約の存在が確かめられるのである」⇒（動的表現に転

換）「…第二言語習得を制約する普遍文法の存在が確かめられる…」 
[大森（2013: 69）] 

 
事例 2  “… this apparent ‘cultural difference’ lies not in …, but in differences in the 

structuring of situations and participant roles” 
「この明らかな“文化的相違”は … にあるのではなく、状況と（会話の）参与者の役
割の構造の違いにあるのだ」⇒（動的表現に転換）「……、状況と（会話の）参与者
の役割を構築する際の違いにあるのだ」                           [ibid. 69] 

 
さらに、修辞学（Rhetoric / 人を説得するための術Arts）の視点からは、転位修飾（Transfer- 

red Epithet）も、英語の静的表現から日本語の動的表現への転換を要する言語現象であること
を指摘しておきたい４）。 
かつて夏目漱石は、煩悶を繰り返した英国留学において、進化論の呪縛から解放された境地

を「私は軽快な心をもって陰鬱な倫敦を眺めることができた」と『私の個人主義』（学習院での講演

録）の中で記したが、その英訳“the gloomy city of London”は「転移修飾」と呼ばれる言語現象
である。同様に一般的な事例として、“I drank a hasty cup of tea.” [ = I drank a cup of tea 
hastily.] も指摘されることが多いが、そのような言語表現に関心を払うことなしには、英語圏の
いわゆる一定水準の教養のある人々（Educated People）がもつ英語らしさを感得することは到
底望めないであろう。また、最近再発見した英語文に“This pleasure …, and has nothing to 
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do with any desperate need of your own.” (B. Russell, The Conquest of Happiness, 
1930) というものがあったが、これも下線部は[with what you need desperately]と解釈し訳出
するのが自然である。もっとも、desperate need（死に物狂いの必要性）と聞いても、言語学者や
辞書編纂者でもなければ、それほど連辞関係（統合関係）に不自然さを覚えることは少ないが、

通訳者や翻訳者の場合にもこの趣の言語表現に当意即妙に対応する感性が求められているこ

とは言を俟たない。 
 
1.6 人工知能（AI）の発達と自動音声翻訳の進化 
1.6.1 藤田篤（情報通信研究機構・先進的音声翻訳研究開発推進センター・先進的翻訳技術 
研究室主任研究員）による通訳翻訳研究所定例講演（2017.12.20）に基づき、自動音声翻訳開
発の最新事情について説明する。 
機械翻訳の歴史は 1950 年代後期の露英翻訳に遡ることができるが、当時はロシアが米国に 
先行しており、この黎明期はスプートニック危機と呼ばれる。やがて、欧米の機械翻訳技術開発

は日進月歩を遂げ、2000 年代に入ると、大規模集積対訳データベースの整備とコンピュータの
処理能力の向上により、最適の翻訳文（語句配列）を産出する SMT 方式（統計機械翻訳）が開

発され、飛躍的に精度が向上して、実用に堪えられるものに進化した。現在では AI（人工知能）
の発達により、NMT方式（ニューロン機械翻訳）が脚光を浴び、システム自体がエラーを修正す
る学習機能を備えるようになった結果、機械翻訳に明るい将来像を描くことが可能である。人間

が関与する部分は、機械翻訳が容易となる文構造に整形する前編集や後編集に限定されるか

もしれない――その意味では TRADOS なども不要になる可能性もある。自動翻訳ソフトとして

＠TexTraⓇが開発され、続いて、多言語音声翻訳アプリとして VoiceTraⓇが開発されたが、いず
れも無料で広く提供されている。現行のVoiceTraⓇには、英語の他、中国語、韓国語、タイ語、イ
ンドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語、ブラジル・ポルトガル語が双方向型フルスペック実用

版として利用が可能となっていることは興味深い。これからいっそうの活用が望めるであろう。 
 
1.6.2 長瀬友樹（㈱富士通研究所・人工知能研究所・ナレッジ活用 PJ 主管研究員）による通訳 
翻訳研究所定例講演（2018.1.17）に基づき、医療機関における自動音声翻訳機器の実用化に 
関する最新事情について説明する。 
最近では医療機関（病院）を訪れる外国人患者の数は急増し、多様性も増している実態が顕 

著に認められるが、そうした人々の相談や要求に十分対応できる医療従事者は多くはない。そ 
の場合、医療通訳士の配置及び活用が望まれることは言うまでもない。しかし、多様な言語対応

の問題や勤務時間等の問題があり、それらの解決のためには、人間の技能に頼らず、音声翻訳

技術の応用及び実用化が焦眉の急となっている。医療現場では片手で音声翻訳端末を操作す

ることは難しいため、ハンズフリーで駆動するタブレット型端末やポケット型端末を開発し――医

療従事者の日本語音声方向と患者の英語音声方向により AI技術でそれを識別し、自動音声翻
訳を可能にした――東京大学附属病院を中核に臨床試験（実際の医療従事者と患者への適

用；主に総合案内と採血現場）を行なった結果、良好な結果が得られた。もちろん、課題も少なく

はない――例えば、英語やスペイン語であっても、多様な変種が存在するため、非標準変種に

対して翻訳エンジンの開発が不十分な現状がある、また、医療過誤を惹起する可能性のある複

雑で専門性の高い会話には対応できない。その意味において、AI技術はあくまでも人間が行な
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う音声翻訳の補助に過ぎないことに十分に留意して、それを過信しない視点を持つことも重要で

ある。 
 
1.7 ボランティア通訳者のための７つの心得 
① 通訳上達のためには「（依頼として）来るもの拒まず」のチャレンジ精神を持つべし――場数 
を踏むこと（経験）が何よりも大事。外科医が失敗して技術を上達させるのと似たり。通訳の現 
場は一種の乱取り稽古のようなものと心得よ。経験知は自分に対する自信と安心感を与えるこ 
とになる。 

② 資料の事前入手と準備をおさおさ怠るべからず――情報は適正な量に留め、通訳内容が想 
定外であっても、いったん引き受けた仕事は断らないこと。 

③ 常に自主トレに励むべし――あれもこれもと手を拡げずに、1 つのテキストや 1 つの講座に 
集中して、それを完璧にこなす方が効果的である。 

④ ボランティア通訳は過酷な仕事だと肝に銘じよ――プロ会議通訳は 2名体制で、15分程度 
で交代する（二言語通訳の場合、言語による役割分担をせずに、公平性のため時間で切る） 
が、仲介エイジェントの入らないボランティア通訳の場合、依頼主からの要求はかなり厳しいこ 
とが多い。生半可な気持ちではできない。 

⑤ 言葉よりも意図を伝えよ――話し手にはそれぞれクセがあるので、分からない場合には「もう 
一度言ってもらいたい」と率直に伝え、それと誠実に面と向かうことが信頼を獲得することにつ 
ながる。通訳を介したコミュニケーションは群舞である。 

⑥ 通訳のRewardは金銭では計れない――通訳終了後のちょっとした言葉（ありがとう、よかっ 
たよ等）やウィンク程度の謝辞で充足感が得られるものである。依頼主サイドからの軽い批評 
やアドバイスも歓迎。 

⑦ 通訳には誤訳はつきものだと心得よ――上級者であれば、通訳の途中で何気なく軌道修正 
することにより失敗を取り戻すことはできるが、そうでなければ、しっかり訂正することが誠実な 
通訳というものである。 

 
2. 《翻訳》に関する基礎知識と実践 
2.1 A Variety of Terminology ――翻訳・義訳・直訳・意訳―― 
  ここでは、斎藤（2007: 134-6）及び中村（2016: 19-21）に基づき、表題に掲げた 4つの術語の
概念を整理しておくことにする。 
① 「翻訳」（杉田玄白『解体新書』（1774）の凡例に依拠）――ある原語に対して、それに相当 
する日本語を充てること。例えば、和蘭語の「ベンデレン」を和語「骨」と訳すこと。 
② 「義訳」（杉田玄白『解体新書』（1774）の凡例に依拠）――ある原語に関して、その意味を 
汲み取って、新しい概念を表わす言葉を創作すること。例えば、和蘭語の「カラカベン」では 
「カラカ」が「軟らかい」の意味で、「ベン」が「ベンデレンの省略」で「骨」の意味であると理解 
できた結果、「軟骨」と訳すこと。 

③ 「直訳」（杉田玄白『解体新書』（1774）の凡例に依拠）――ある原語に対して、それに相当 
する日本語が充てられない場合に、その音だけをそのまま日本語で表記すること。 いわば 
「音訳」（外国語の音を漢字で表記）である。例えば、和蘭語「キリイル」を漢語「機里爾」と訳 
すこと。 
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④ 「意訳」（外山正一『英語教授法』（1897）の「翻訳の仕方」に依拠）――意訳は原文の妙味 
を無視して、ただ原文の意味を訳出するだけの、極めて容易な訳法である。 例えば、 
“Their opposites are all but impossible.”を「その反対はほとんど想像すること出来がた 
し」と訳せば意訳だが、「その反対というものは想像することもできぬといわんばかりでした」と 
訳せば、all but の趣意を失わない直訳となる。ここでは、直訳は原語の構文に忠実な不自 
然な日本語というニュアンスを持たず、むしろ忠実に原語の意味を反映した訳という定義に 
なり、意訳とは対峙する概念であることが明らかである。 

 
2.2 翻訳の技術（Translation Techniques） 
これに関して、斎藤（2007）は有益な情報を提供してくれる。紙幅の制約上、詳述できないが、

項目を列挙して、どのような事柄が（特に文芸翻訳の）翻訳技術として扱われるべき射程に含ま

れるかを提示しておきたい。 
① 文脈を把握すること／②読者のことを考えること／③自然な日本語を使用すること／④単 
語や品詞を組み換えること／⑤意味素・意味成分を組み換えること／⑥臨機応変に処理する 
技術 

 
2.3 言語教育・学習としての翻訳（Translation as a Means of Language Teaching & 

Learning） 
これに関しても、斎藤（2007）は有益な情報を提供してくれる。紙幅の制約上、詳述できないが、

項目を列挙して、翻訳のどのような側面が語学の教授及び学習の方法として扱われるべき射程

に含まれるかを提示しておきたい。 
① 辞書を活用すること／②構文を分析すること／③「声」を理解すること／④心理を理解す 
ること／⑤文体を理解すること／⑥精読することの意義 

 
2.4 文体論（Stylistics）の視点と複文理解 
文体論（Stylistics）が言語学と文学研究の境界領域に位置する両者の架け橋であり、ラングと

いうよりはパロールを問題にする点から判断すると、英文読解や英作文といった英語教育と相性

がよく、それに活力を与えることができるとの期待を抱かせる研究分野であることは間違いがない。

一連の文章表現を並置関係や均衡関係といった文体論的視点から眺めてみると、なぜそのよう

な文章が産出されているのかを理解し、より深く作者の意図を汲み取ることができ、それは優れ

た翻訳へと導いてくれるであろう。 
  次の事例では、複雑な文における文構造の理解（主部と述部の見究めや SVC型結果構文の
表わすイメージ）と、文章全体を俯瞰して得られるパラレル構造の理解ができないと十分に意味

を把握することができない５）。 
 
事例 1 Those therefore who from idealistic reasons desire profound changes in our 

social system and a great increase of social justice / must hope that other 
forces than evil will be instrumental in bringing the changes about. 

（B. Russell：Envy, The Conquest of Happiness） 
※長めの主部と述部の位置を理解し（上の例ではスラッシュで明示）、主部の関係節中の
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動詞desireに後続する2つのパラレルな目的語名詞句構造を見抜けないと英文構造を
正確に読み取ることができない。 

 
事例 2 While it is true that envy is the chief motive force leading to justice as 

between different classes, different nations, and different sexes, it is at the 
same time true that the kind of justice to be expected as a result of envy is 
likely to be the worst possible kind; namely, that which consists rather in 
diminishing the pleasures of the fortunate than in increasing those of the 
unfortunate.               （B. Russell：Envy, The Conquest of Happiness） 

※このパッセージを構成する 2つの大きなシンメトリー構造（While …, it is…）を理解し、
最終部の関係節中のパラレルな比較構造を見抜けないと英文構造を正確に読み取る

ことができない。 
 
事例3 One hapless couple found themselves hauled before magistrates for no graver 

offense than being found “sitting together on the Lord’s Day, under an apple 
tree.”                                      （B. Bryson, Made in America） 

※「気がついてみると自分達が判事の前に引っ張り出されていた」という SVC 型結果構

文を理解し、多義前置詞 for の機能が「理由（…の咎で）を表わす」ことを理解し、その
理由が no＋比較級＋than構文で表現された「たかが than以下程度の重大でも何で
もない規則違反（の咎で）」と理解することによって初めて正確な読みが可能となる。こ

れは、第 2.1 節で述べた外山正一定義の「直訳」による原文の妙味を伝える翻訳が求
められる好例。 

 
結言 
本稿は、主にボランティアまたは初級の通訳翻訳者にとって必須と思われる基礎知識をまとめ

たものであり、一種の「テキスト」の役割を果たすことも意図して、そこに学会発表や講演で得られ

た最新の情報も部分的に盛り込み、平易な文体で記述した。 
本稿では、通訳に関する基礎知識と実践に重きを置いたため、翻訳に関する基礎知識と実践

についての記述とのバランスが悪いものになったが、後者については回を改め、多様な翻訳論

及び翻訳研究に基づいて《承前》として記述する必要がある。 
通訳も翻訳も Source Language（起点言語）から Target Language（目標言語）への転換で

あることに相違はなく、オーラル面を強調したものが通訳、リテラル面を強調したものが翻訳という

ことになろう。従って、全体を大括りでTranslationと称して、前者を Interpretationと呼ばずに、
Voice Translationや Speech Translationと呼ぶことも可能である。ただし、Interpretationと
表現する場合の含意、すなわち、そこに話し手の発言に対する「解釈」が存在し、経験知や百科

辞書的知識に基づく「予測性」が存在することに留意しなければならない。自動音声翻訳ソフトに

よる機械翻訳を意味することが多い Voice Translationにその響きはない。Interpreterが複言
語による意思伝達場面において Facilitator の役割を担っている点とは対照的であることを附言
して、本稿の結びとしたい。 
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註 
1） 通訳に誤訳は不可避である。アポロ11号月面着陸の同時中継において、N. アームストロング船 
長の発した第一声“That's one small step for [a] man, one giant leap for man(kind)”を西山
千は雑音の多い厳しい状況下で「これは人類にとって…」と訳したが、実際には「これは一人の人

間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である」と後に訂正された。弱形で発話

される英語の冠詞の難しさを物語るエピソードでもある。 
2） 通訳上級者になると、このWaiting（待ち）ができるようになる。かつて、通訳トレーニングにおい 
て、英語から日本語への訳出では「もどり訳」は避けるべきであるとの指導もなされたが、Waiting
ができるようになると、“I think living in Japan is obviously very different from living in 
Australia ….”を「私思いますのに、日本で住むことは明らかに違っていますよ、豪州で住むことと
は」というような不自然で聞き苦しい日本語を産出することはない。また、通訳者が余裕をもって

Waitingできるには、話し手の発言の方向性に対するAnticipation（予測）を立てるだけの経験知
や百科辞書的知識が必要になる。 

3） 新崎隆子（2017）「聞き手の視点から見た同時通訳と逐次通訳」（日本通訳翻訳学会第 18回大会
2017.9.9）研究発表資料は同女史から直接ご恵贈戴いた。ここに改めて謝意を表したい。 

4） これに続く段落の説明は大森（2014: 70）と内容が重複する。 
5） 事例 1及び事例 2については、大森（2018: 258-9）参照のこと。 
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研究ノート 

スペイン語の人を表す集合名詞の扱われ方 1 
 

ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻  
糸魚川美樹  

 
1. はじめに  
スペイン語の文法上の性は、男性／女性という分類を使用しており、人を表す名

詞の多くはその性を指示対象の性に一致させて使用される。一方で、文法上の男

性は、混性の集団や総称表現、性別に言及しない表現において使用される無標の

性である。この用法と社会の男性優位が結びつけられ、男性形の総称用法にかわ

る表現の提案がスペイン語の非性差別言語使用を考える際の大きな課題であった

（糸魚川  2005）。名詞の性と指示対象の性の間に関連がみられない集合名詞は、
男性形総称用法の代替表現の一つとして使用が提案されている。たとえば、「教員

たち」を指すのに、男性複数形 los profesores に代わって el profesorado を使用
することが奨励されている。 
一方、男性総称用法はスペイン語においてあまりに一般的であり、性差別的であ

るから回避しようという提案には強い反発がみられる(糸魚川 2014)。集合名詞によ
る代替についても、単純な置き換えができない場合があると指摘され、その提案自

体を批判する言説もある。本稿では、このような男性総称用法の代替として提案さ

れている集合名詞の使用に関する議論と用法について概観する。  
 
2. 王立学士院の見解  
スペイン語の人を表す名詞の性は指示対象の性に一致するという性質と、名詞の

性の二項対立において男性が無標であることなどが社会の性差別と結びつけられ、

スペイン語は性差別的であるという議論が登場した。これを改善すべく 1980 年代後
半から政府、自治体、教育機関、労働組合等が非性差別的言語使用の提案を各

機関の言語使用ガイドとして発表してきた 2。男性形の総称用法に対して、さまざま

な代替表現が提案され、そのひとつが集合名詞の使用である（糸魚川 2004）。 
 男性形には、男のみを指す用法と、女を含んだ総称的、包括的な用法がある。ど
ちらの用法であっても男には自分が含まれていることが明確であるが、女には曖昧な

場合がある。集合名詞の性には指示対象の性に言及する機能がないため、この問

題が解消されると考えられている。  
  

                                            
1 本稿は、2015 年 12 月 13 日キャンパスプラザ京都で開催された関西スペイン語
学研究会第 390 回例会における研究発表「スペイン語の人を表す集合名詞につい
て」を加筆修正したものである。  
2 本稿で取り上げたガイドについては「資料」として巻末にまとめた。  
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Los sustantivos colectivos permiten eliminar la ambigüedad sin afectar a 
la legibilidad o estética del texto. (IAM, 29) 
集合名詞は、テキストの読みやすさや美しさに影響を与えることなく、曖昧性を削減

してくれる  
 

スペイン王立学士院は、男性総称用法は性差別的で回避しなければならないと

いう考え方に否定的な立場をとっている。非性差別的言語使用ガイドに対する王立

学士院の初の見解 と言われている報告書 「言語的性差別と女性の可視性 」

(Bosque 2012)において、9 件の使用ガイドとその作成者を厳しく非難している(糸
魚川  2014)。男性形の総称用法は広く受け入れられていることを主張し、それを回
避するために集合名詞を使用するという提案についても、代替できない例をあげ批

判する。 
 

学校経営者が教員の集合に指し、mi profesorado という表現を使うことはあるかもし

れない。しかし、自分のこれまでの担任教員の集合を指して mi profesorado とは言え
ない(Bosque 2012: 14)。 

 
ただし、集合名詞の用法についてはこれ以上の説明はない。 
Bosque(2012)の３年前に学士院が出版した『新スペイン語文法』 (以下『新文
法』)においても、集合名詞による代替に対してつぎのように否定的に扱っている。 
 

歴史的にも、地理的にも広く資料がそろっているにもかかわらず、男性複数

形の総称的用法が定着していることを否定する人がおり、その代用として集合

名詞や抽象名詞の使用を奨励している。ただし、この代替表現 (sustituciones)
は語彙的、統語的観点からすると不完全 (imperfectas)で、ときには不適切

(inadecuadas)で、スペイン語を貧しく (empobrecedoras)  するものであると

述べている人の方が多い（『新文法』 , 88）。  
  
  さらに、男性複数形名詞を代替できない集合名詞、抽象名詞としてつぎ

の例をあげている。  
 

mis profesores-mi profesorado (私の教師 ), los médicos-la medicina (医師 ), 
los amigos-las amistades (友人 ), nuestros vecinos-nuestro vecindario (私た

ちの隣人 ), los abogados-la abogacía(弁護士 ), los niños-la infancia (子ども ), 
varios presidentes-varias presidencias ( 何 人 か の 長 ), pocos 
ciudadanos-poca ciudadanía( わ ず か な 市 民 ), demasiados organizadores- 
demasiada organización (多すぎる運営者 ) （同上）  

 
ここでも用法に関する詳細な説明はない。学士院は、男性形総称用法が広く使

用されていることを繰り返すのみで、それを回避したい者に対し有効な提案はしてい
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ない。 
 
3. 人を表す集合名詞の用法  
3.1 形態統語論からみたいくつかの特徴  
『現代言語学辞典』（田中  1988: 95）によると、集合名詞は一般に「印欧諸語

の伝統的な分類として、統一された見解のないまま用いられている」とある。つまり、

ある名詞が集合名詞であるかどうかの基準は明確ではなさそうである。まず本節では

集合名詞の特徴を形態論、統語論の立場から概観する。  
伊藤 (1995: 39)は『スペイン中級文法』において、集合名詞をつぎのように説明し
ている。 
 

gente「人々」、 familia「家族」、profesorado「教授陣」、pelo「毛」など、単数形にも
かかわらず複数（同一の個体の集合）を表わす名詞  
(1) Hay mucha gente en la calle. 大勢の人が外に出ている。  
(2) Toda la familia está dormida. 家族全員が眠っている。  

 
例 (1)、(2)のように、スペイン語の集合名詞は一般に 3 人称単数形の動詞とともに
使用される。これに対し、「集合体の個々の構成要素を指し」ていても「概念が複数

で述部も複数形を要求する名詞を衆多名詞と呼んで区別することがある」（同上）と

している。例文 (3)の familia の例は衆多名詞である。  
 

(3) Toda mi familia son amantes de música. 私の家族はみな音楽が好きだ。（家
族一人一人を個別の人格として捉えている）  

 
王立学士院の『スペイン語記述文法』（以下、『記述文法』）および『新文法』にお

ける集合名詞に関する記述からは、つぎの特徴が確認できる。  
 

ア 集合名詞の基準のついてはさまざまな議論がある（『新文法』: 813-814）。 
イ 同種の人や物の集合を指す  
ウ 単数形で人や動物、物の集合を示しているかが重要  
エ 辞書において「conjunto de …」（〜の集合）という定義で始まる名詞に多い（『記

述文法』 : 33, 40) 
オ 接尾辞にはつぎのような形がある：-ada, -ario, -eda, -al, -edo, -ería, -aje, -ado 
カ 形態的特徴のないものもある： familia, clero(修道司祭 ), ejército （軍隊 ） , 
rebaño(群れ), enjambre (群れ) 

 
また、集合名詞と共起しやすい表現としてつぎの例があげられている。 

 
キ 人を表す集合名詞には、前置詞 entre（〜の間に）とともに使われるものがある
（『新文法』 : 821）  
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entre el público (民衆 ), entre el vecindario(隣人 ), entre la juventud(若者 ), 
entre el ejército, entre el muchedumbre(群衆 ), entre el alumnado …  
ク 動詞 reunir（集める、再帰動詞で集まる）のような、主語、目的語に複数性を要求
する動詞が述部にくる（『新文法』 , 819）  
(4) Toda la familia se congrega frente al oratorio.  
  家族全員が祈祷室の前に集まる。  
(5) Reunió un gobierno de notables y estableció un calendario de elecciones. 
  名士を組織し、選挙の日程を決めた。  
 
ケ 主 語 に複 数 性 を要 求 する副 詞 (unánimemente, por unanimidad, por 
mayoría など)ともに用いられる（『記述文法』 , 44）  
(6) La dirección acordó el despido por unanimidad.  
  執行部は全会一致で解雇を決定した。  
 
(7) El congreso aprobó la ley por mayoría. 会議は多数決で法案を承認した。  
 

以上のように、当然ではあるが指示対象の複数性を表していることが集合名詞に

とって重要であることがわかる。 
 
3.2 非性差別的言語使用ガイドにおける集合名詞の例  
つぎに、インターネット上で閲覧可能な非性差別言語使用ガイドを無作為に収集

し、提案されている集合名詞の使用を概観する3。今回は 15 機関のガイドを対象と

し、集合名詞を含む文を抽出する。用法を調査する目的であるため、単語のみまた

は句だけの表現は対象とせず、活用する動詞を含む文に現れる集合名詞の例のみ

抜き出した。その結果、計 20 語 67 例を収集した。その内訳を表 1 に示す。なお、
15 機関によるガイドのうち、集合名詞について名詞のみまたは句のみで取り上げ、

文例が紹介されていないガイドが 5 件あった。ガイドの内容にも差があることがわか

る。 
今回調査対象となったガイドは、自治体、大学、労働組合、女性センターが発行

しているもので、大学の運営業務、行政、職場における言語使用を扱っている。もっ

とも多く例としてあがっていた集合名詞は personal（労働者、従業員）で、24 件の

例が確認できた。続いて、plantilla（労働者、従業員）が 9 件、alumnado（学生、
生徒）が 8 件となっている。一方、1 例ずつしか見つけられなかった集合名詞が半数
以上であり 12 件であった。 
集合名詞 personal については、男性複数形「los trabajadores」（労働者）の代
替表現としての例がもっとも多い。それ以外では、「 las mujeres de limpieza」、

                                            
3 巻末資料を参照。ガイドのなかには発行年が記載されていないものがある。そ

れらについては sin año と記した。参考文献から「◯◯年以降発行」がわかるも

のはそれを記した。  
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「 señoras de limpieza 」 （女性清掃員 ）の代替表現として「 el personal de 
limpieza」（清掃員）が提案されている。また、「los administrativos」（職員）の代
替表現として「el personal de Administración」が、「los funcionarios」（公務員）
の代わりに「el personal funcionario」を使用する例があがっている。広い意味で
「従業員」を指す表現として personal の有効性が推測できる。その例をいくつかあ
げる（下線は引用者による）。  
 

(8) Este Convenio afectará a todo el personal que, en régimen de contrato 
de trabajo, preste sus servicios en la empresa. (CCOO : 44) 
 この協定は、会社に勤務する従業員全員に影響を及ぼすだろう。  
 
(9) El personal de la limpieza ha presentado sus reivindicaciones. (UV : 74)  
 清掃員は要求を提示した。  
 
(10) El personal de Administración será quien se encargue de preparar la 
documentación al PDI coordinador de Grado elegido en Junta de 
Departamento. (UV: 138) 
 職員は、学科会議で選ばれた学部の教育研究コーディネーターに書類準備を

する。  
 
(11) El personal funcionario  interino que haya trabajado entre el 8 de julio 
y el 7 de enero, disfrutará de uno de los dos turnos que se establezcan para 
el período de Navidad. (UNED: 5)  
 7 月 8 日から 1 月 7 日までの期間勤務した臨時公務員は、クリスマス期に設けら
れる 2 つのシフトの 1 つに勤務する。  
 
(12) El personal investigador más sobresaliente en su área de conocimiento 
podrá solicitar estudiantes con beca. (UV: 139) 
 自身の分野においてもっとも優れた研究者は、奨学生を申請できる。  
 

「職員、従業員」を指す集合名詞 plantilla も「los trabajadores」の代替表現と
して提案されている。 
 

(13) Este Convenio afectará a toda la plantilla contratada en la empresa. 
(CCOO: 44) この協定は、会社と契約しているすべての職員に影響を及ぼすだろう。  

 
 ただし、plantilla については「el/los trabajador/es」の代替表現としての例のみ
が確認でき、personal ほど代替できる範囲が多様ではなさそうである。  
人を表す名詞の男性形の総称用法に対する代替表現としての集合名詞使用の

奨励はこの種のガイドでは一般的なことであり、数多くの代替表現が提案されている。
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それらは名詞や句程度で提案されていることが多く、活用した動詞を伴う文で例示

されている集合名詞には偏りがあることがわかった。「労働者、従業員」の集合や総

称を指す集合名詞として personal や plantilla は有効であることが推測できる一
方、検索できた 20語の集合名詞のうち 12語については１例ずつしか文例を見つけ
ることができなかった。このような偏りが観察されたことからも、機械的に男性複数形

名詞を集合名詞に置き換えることが困難な例が少なからずあることが予想できる。す

なわち、非性差別的言語使用ガイドは集合名詞について十分な提案ができていな

いという見方もできるだろう。  
 
4. おわりに−今後の課題  
本稿では、人を表す集合名詞について、男性形総称用法の代替表現としての使

用に対する王立学士院の立場、形態統語論的記述、非性差別的言語使用ガイド

における例をそれぞれ限定的にとりあげ概観した。集合名詞で代替することができな

いケースには集合名詞としての共通の特徴があるのか、それとも個々の集合名詞の

特徴によるものなのか、実際の用法をより詳細に分析することが課題である。同時に、

単に代替できない場合があると否定的にとらえるのではなく、新たな言語表現の創

造や工夫についても考察されることが望まれる。 
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『西和中辞典』：高垣敏博監修『西和中辞典 第二版』小学館  
 
Adesne: Agrupación de desarrol lo Sierras Norte de Extremadura(sin 

año) Guía para utilización de un lenguaje no sexista.  
CCOO: CCOO (sin año) Guía para un uso del lenguaje no sexista en las 

relaciones laborales y en el ámbito sindical.   
CNT: Confederación Nacional de Trabajo. Manual de lenguaje no 

sexista.2011 
DC: Diputación de Cádiz (sin año)  Manual curso uso igualitario lenguaje  
FEVECTA: Federació valenciana FEVECTA (2010) Guía de lenguaje no 

sexista de FEVECTA. 
IAM: (sin año) Lenguaje administrativo Instituto Andaluz de Mujer sin 

año.  
NEMESIS: Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato 

(2007)Fórmula para la igualdad cómo hablamos.  
Salamanca: Ayuntamiento de Salamanca (2010) Guía para un uso 

inclusivo del lenguaje en la Administración Local.   
UMB: Universitat Autònoma de Barcelona (2011) Guía para el uso no 

sexista del lenguaje en la Universitat Autònoma de Barcelona.  
UC: Universidad de Cantabria (sin año) Guía de uso del lenguaje no 

sexista. Vicerrectorado de Campus y Desarrollo Social. (2007 年
以降） 

UG: Universidad de Granada (sin año)  Guía de lenguaje no sexista.  
UM: Universidad de Murcia (sin año)  Guía de uso no sexista del 

vocabulario español.  (2008 年以降 ) 
UNED: UNED(sin año) Guía de lenguaje no sexista. (2007 年以降に発行 ) 
UPV: Guía para el uso no sexista de la lengua castellana y de imágenes. 

2008 
UV: Universitat de València (2012) Guía de uso para un lenguaje 

igualitario (castellano). 
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表 1. 人を表す集合名詞の使用  

 
 
 
 

集合名詞 (を含む表現 ) 日本語訳  数  回避すべきとされる表現の代表例  

el personal 職員、従業員  24 los trabajadores 
la plantilla  職員、従業員  9 los trabajadores 
el alumnado 学生、生徒  8 los alumnos 
el profesorado 教員  5 los profesores 
la dirección 執行部  3 los directores 

el equipo  チーム  2 los miembros del equipo 
rectoral 

el funcionariado 公務員  2 los funcionarios 

la gente (la gente mayor)  人々  2 los mayores 

la ciudadanía 市民  1 ciudadanos 

la comunidad (la 
comunidad universitaria)  大学構成員  1 los miembros de la 

Universitat 

el cuerpo ( el cuerpo 
técnico de especialistas)  技術専門家  1 El cuerpo de especialistas 

te ́cnicos 

el empresariado 事業者  1 los empresarios 

la infancia こども  1 los niños 
la mayoría 多数  1 muchos 

la población Navarra 住民  1 los navarros 

el pueblo 住民  1 el pueblo vasco 
el resto その他  1 los demás miembros 
todo el mundo 全員  1 todos 

la totalidad del personal 全員  1 todos los trabajadores 

el voluntariado ボランティア  1 los voluntarios 
合 計  67  

実践報告 
医療分野における外国語コミュニケーション支援者養成にむけて 
―平成 29年度「医療分野ポルトガル語スペイン語講座」実践報告― 

 
外国語学部 

糸魚川美樹・江澤照美・小池康弘・王阪香津美・袖川裕美・渡会 環 
神田すみれ・金 千佳1 

 
はじめに 
本稿は「愛知県立大学医療分野ポルトガル語スペイン語講座」の平成 29年度の活動を中
心に「実践報告」を行いつつ、現在の課題、改善に向けての進展状況、今後の課題を整理し

たものである。構成としては、（1）本年度重点的に取り組んだ、ポルトガル語講座の教材開発、
（2）スペイン語講座の教材開発の課題（平成 30年度に改善に取り組む）、（3）基礎知識講座
の実践報告、（4）基礎知識講座の課題点、の4つに焦点をあて、最後に医療通訳をめぐる近
年のニーズにも触れながら、本講座が今後の取り組むべき課題について整理する。 
なお、執筆分担については、各項目の末尾に執筆者氏名を記載した。 

（小池康弘） 
 
1. ポルトガル語講座における教材開発 
1.1 ポルトガル語中級発展クラスの新テキストと授業の評価 
今年度、ポルトガル語では、中級発展クラスと初級クラスの 2 つの語学講座が開講され、こ

れらのクラスでは昨年度作成した講座オリジナルテキストが初めて用いられ授業が行われた。

そこで、各クラスにおける講座オリジナルテキストの振り返り、ならびに、授業全体のフィード

バックから今後のテキスト、授業のあり方について考えてみたい。 
昨年度、医療分野ポルトガル講座の中級発展用のテキストを髙阪香津美教員と作成した。

ポルトガル語講座にはそれまで、スペイン語講座にはあったオリジナルのテキストがなかった。

そのうえ、市販されているテキストには本講座の目的に沿うものがなく、講師が授業毎にハン

ドアウトを配布していた。中級発展のテキストの作成に際しては、本講座が目的とする「医療

サポーター」の育成を意識した。受講生が中級修了時には外国籍住民の健康維持を支援す

るというレベルの「医療サポーター」として、中級発展修了時には治療が必要な病気やそれら

の治療法の説明をポルトガル語でできる「医療サポーター」として活躍できることを目指してい

る。 
この目的を達成するため、中級発展テキストでは、課ごとに一つの病気を取り上げ、まずは

その病気に関連する単語のポルトガル語訳・日本語訳を調べるエクササイズ、関連する文法

                                                  
1 神田すみれ、金 千佳は本講座講師。 



21

 

実践報告 
医療分野における外国語コミュニケーション支援者養成にむけて 
―平成 29年度「医療分野ポルトガル語スペイン語講座」実践報告― 

 
外国語学部 

糸魚川美樹・江澤照美・小池康弘・高阪香津美・袖川裕美・渡会 環 
神田すみれ・金 千佳1 

 
はじめに 
本稿は「愛知県立大学医療分野ポルトガル語スペイン語講座」の平成 29年度の活動を中
心に「実践報告」を行いつつ、現在の課題、改善に向けての進展状況、今後の課題を整理し

たものである。構成としては、（1）本年度重点的に取り組んだ、ポルトガル語講座の教材開発、
（2）スペイン語講座の教材開発の課題（平成 30年度に改善に取り組む）、（3）基礎知識講座
の実践報告、（4）基礎知識講座の課題点、の 4つに焦点をあて、最後に医療通訳をめぐる近
年のニーズにも触れながら、本講座が今後の取り組むべき課題について整理する。 
なお、執筆分担については、各項目の末尾に執筆者氏名を記載した。 

（小池康弘） 
 
1. ポルトガル語講座における教材開発 
1.1 ポルトガル語中級発展クラスの新テキストと授業の評価 
今年度、ポルトガル語では、中級発展クラスと初級クラスの 2 つの語学講座が開講され、こ

れらのクラスでは昨年度作成した講座オリジナルテキストが初めて用いられ授業が行われた。

そこで、各クラスにおける講座オリジナルテキストの振り返り、ならびに、授業全体のフィードバ

ックから今後のテキスト、授業のあり方について考えてみたい。 
昨年度、医療分野ポルトガル講座の中級発展用のテキストを髙阪香津美教員と作成した。ポ

ルトガル語講座にはそれまで、スペイン語講座にはあったオリジナルのテキストがなかった。そ

のうえ、市販されているテキストには本講座の目的に沿うものがなく、講師が授業毎にハンドア

ウトを配布していた。中級発展のテキストの作成に際しては、本講座が目的とする「医療サポー

ター」の育成を意識した。受講生が中級修了時には外国籍住民の健康維持を支援するという

レベルの「医療サポーター」として、中級発展修了時には治療が必要な病気やそれらの治療

法の説明をポルトガル語でできる「医療サポーター」として活躍できることを目指している。 
この目的を達成するため、中級発展テキストでは、課ごとに一つの病気を取り上げ、まずはそ

の病気に関連する単語のポルトガル語訳・日本語訳を調べるエクササイズ、関連する文法事

項の説明、病気に関する読解問題、ビデオ視聴とその内容の理解を確認する問題、モデル会

                                                   
1 神田すみれ、金 千佳は本講座講師。 

実践報告 
医療分野における外国語コミュニケーション支援者養成にむけて 
―平成 29年度「医療分野ポルトガル語スペイン語講座」実践報告― 

 
外国語学部 

糸魚川美樹・江澤照美・小池康弘・王阪香津美・袖川裕美・渡会 環 
神田すみれ・金 千佳1 

 
はじめに 
本稿は「愛知県立大学医療分野ポルトガル語スペイン語講座」の平成 29年度の活動を中
心に「実践報告」を行いつつ、現在の課題、改善に向けての進展状況、今後の課題を整理し

たものである。構成としては、（1）本年度重点的に取り組んだ、ポルトガル語講座の教材開発、
（2）スペイン語講座の教材開発の課題（平成 30年度に改善に取り組む）、（3）基礎知識講座
の実践報告、（4）基礎知識講座の課題点、の4つに焦点をあて、最後に医療通訳をめぐる近
年のニーズにも触れながら、本講座が今後の取り組むべき課題について整理する。 
なお、執筆分担については、各項目の末尾に執筆者氏名を記載した。 

（小池康弘） 
 
1. ポルトガル語講座における教材開発 
1.1 ポルトガル語中級発展クラスの新テキストと授業の評価 
今年度、ポルトガル語では、中級発展クラスと初級クラスの 2 つの語学講座が開講され、こ

れらのクラスでは昨年度作成した講座オリジナルテキストが初めて用いられ授業が行われた。

そこで、各クラスにおける講座オリジナルテキストの振り返り、ならびに、授業全体のフィード

バックから今後のテキスト、授業のあり方について考えてみたい。 
昨年度、医療分野ポルトガル講座の中級発展用のテキストを髙阪香津美教員と作成した。

ポルトガル語講座にはそれまで、スペイン語講座にはあったオリジナルのテキストがなかった。

そのうえ、市販されているテキストには本講座の目的に沿うものがなく、講師が授業毎にハン

ドアウトを配布していた。中級発展のテキストの作成に際しては、本講座が目的とする「医療

サポーター」の育成を意識した。受講生が中級修了時には外国籍住民の健康維持を支援す

るというレベルの「医療サポーター」として、中級発展修了時には治療が必要な病気やそれら

の治療法の説明をポルトガル語でできる「医療サポーター」として活躍できることを目指してい

る。 
この目的を達成するため、中級発展テキストでは、課ごとに一つの病気を取り上げ、まずは

その病気に関連する単語のポルトガル語訳・日本語訳を調べるエクササイズ、関連する文法

                                                  
1 神田すみれ、金 千佳は本講座講師。 
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話、を載せた。取り上げた病気については、その理由について各課の冒頭で説明し、問題意

識を共有できるようにした。 
このテキストを使っての授業運営について、修了式に受講生から直接感想をきくと同時に、

ポルトガル語講座のコーディネータが作成したアンケートでもたずねた。テキストについては総

じて高い評価が得られた。 
中級発展の受講が二回目の受講生からは、テキストがあることで、今年は目的を持って勉強

をすすめられた、中級発展修了時の達成レベルが想像できた、との声が聞かれた。医療分野

ポルトガル語スペイン語講座では入門から中級発展までの講座運営をより体系的なものとする

ため昨年度より学長特別裁量費で研究をすすめているが、その中で一番の課題となっている

各レベルの到達目標の設定について、オリジナルテキストの作成がその設定についてもまた

受講生との到達レベルの共有の面でも非常に有効であることが、中級発展受講生の声から明

らかになった。 
受講生からは、生活習慣病の患者に対する生活改善指導、入退院またそれに関わる医療

制度についてもテキストで取り上げてあるとよかったとの意見があったが、いずれも外国籍住民

の日々の健康問題をポルトガル語で支援できるようになることを目指す中級の講座のテキスト

に組み込まれる予定の内容である。 
このテキストを使っての実際の授業についても、受講生の満足度は高かった。ただし、テキス

トに収められている会話文のポルトガル語が難しい、との意見は多かった。テキストのポルトガ

ル語が難しいことは授業内容にも影響を与えたため、授業についていくのが大変だったと受

講生は口を揃えて言っていたが、アンケートでの記述をみると、講師のきめ細かい指導や受講

生間の助け合いによって最後まで講座を続けることができ、その結果としてポルトガル語力も

伸びたとのことだった。アンケートでたずねた講座の満足度でも、ほぼ全員が 5段階評価のう
ち最も高い 5を選んでいた。 
この「授業についていくのが大変」であるくらいが、中級発展の講座には必要だと考える。た

だし、中級発展テキストの各課に意図的にもうけた課に関連する単語調べや読解問題のよう

に、受講生に予習を促して授業についていかれるようにする工夫も引き続き必要である。予習

については、その重要性と効果が受講生と共有できた。なお、テキストの会話文が難しかった

ことについて、受講生からは、一文で完結しているような簡単な表現の練習をしてから、より複

雑な文章から成る会話文に取り組むようにするとよいという提案があったので、今後の参考に

したい。 
なお、講師からは、テキストに対し、出題者の意図を理解するために、模範解答がほしい、と

の意見があった。一つの解答を求めているわけでは決してなく、実際の授業でも複数の解答

の可能性を議論したとのことだった。模範解答については今後、準備する予定である。 
（渡会 環） 
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1.2 ポルトガル語初級クラスの新テキストと授業の評価 
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ナルテキストや初級ポルトガル語クラスの授業全体に関するアンケートの実施、ならびに、意

見交換を行う機会を設けた。テキストに関しアンケート結果をまとめると、「テキストは使いやす

かったですか」という質問に対して、当日の初級ポルトガル語クラス受講生 8名からの評価は 5
段階評価3の平均「34」で「どちらともいえない」であった。また、「ダイアローグや読み物は有用

でしたか」という質問に対しては、5 段階評価の平均「45」で「どちらかといえばそう思う」であっ

た。 
受講生から得られたテキストに関する具体的な意見として、「誤字、誤植が多い」、「（テキス

トが）バラバラになった」、「模範解答がない」、「音声教材がない」といった「形式面」の指摘が
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ーグに挙げる受講生や「ダイアローグについては、その課にある文法事項がもうらされており

満足しています」、「以前より、口語（ブラジルの方たちが実際に話している）が多く使われてい

る印象でした。それがよかった」という声がきかれた。その一方で、参考にならなかったダイアロ

ーグや読み物として、「手術前（状況的に、手術前に会話する内容ではないかと。手術前検査

は事前に行います）」がみられ、テキストと実際の医療現場の状況の間にズレが生じているとい

う指摘があった。今後扱うべきダイアローグや読み物については、「栄養指導」、「リハビリ」、

「抗がん剤治療」、「放射線治療」、「小児科」、「エコーや心電図などの検査で用いる文例」、

「日本在住問題などをからめたもの」という意見がみられた。 
次に、初級ポルトガル語クラスの授業全体に関して、「総合的にみて、この講座に満足して

いますか」という質問に対し、5 段階評価の平均「46」で「どちらかといえばそう思う」であった。

授業に関する具体的な意見として、「文法のコツのようなもの（を教えて欲しい）」、「修了試験

について試験時間を提示して、その日のうちに、質問、異議等をうけつけてもらいたい。又、30
                                                   
2 ポルトガル語入門・初級クラス用テキストの概要については、以下を参考にされたい。 
渡会環（2017）「医療分野ポルトガル語・スペイン語によるコミュニケーション支援を目指して－愛知県立
大学「医療分野ポルトガル語スペイン語講座」実践報告」愛知県立大学通訳翻訳研究所『ことばの世

界』第 9号、pp.56 
3 ここでいう「5段階評価」とは、5：そう思う、4：どちらかといえばそう思う、3：どちらともいえない、2：どち
らかといえばそうは思わない、1：そう思わない、である。 
4 当日の受講生 8名の 5段階評価を合計し平均すると、「3.125」であった。 
5 当日の受講生 8名の 5段階評価を合計し平均すると、「4.25」であった。 
6 当日の受講生 8名の 5段階評価を合計し平均すると、「4.25」であった。 
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分くらいで、全体の講評をお願いできればありがたかったです」が聞かれた。 
また、意見交換会からは、上記のアンケート結果以外に、テキストや授業全体について、

「実際に現場の状況を踏まえた授業が望ましい」、「医療通訳の経験がある講師にゲストにきて

もらいたい、DVD やビデオで登場するのも効果的である」、「ポルトガル語入門クラス、初級ク

ラスの講師が同じで、テキストが連続しているのは学習がスムーズに進み、効果的である」、

「初級クラスと（その一つ上の）中級クラスのレベルの差が大きい」という意見がみられた。 
振り返りの授業で得られたこうした受講生の意見から、テキストについては、（1）それぞれの

語学レベルのテキストにおいて、ダイアローグや読み物のテーマとして何を取りあげるかが課

題であることが明らかになった。講座で用いるポルトガル語テキストを作成するのはポルトガル

語教員であるが、ポルトガル語教員は医療の専門家ではない。また、ポルトガル語教員だから

といって必ずしもポルトガル語による医療通訳経験があるとは限らない。そうした中で、各クラス

の到達目標を鑑み、実際の使用場面を思い描き、試行錯誤を繰り返しながらテキストを作成し

てきた。このたびの振り返りの時間を通して、医療従事者である受講生から実際に医療現場を

知る者の視点に立った、今後、テキストのダイアローグや読み物で扱うべきテーマに関する意

見が数多く示された。語学教員には想像が及ばない現場の状況や現場での経験をも十分に

踏まえたテキスト作りを可能にするには、語学教員だけでなく、医療の専門家である医療従事

者の受講生や本学看護学部の協力が求められよう。また、授業全体の課題として、（2）医療現
場を知り、医療通訳の経験を有する講師が語学講座を担当することが望ましいというものであ

った。しかしながら、実際に、医療通訳の経験を持ち、なおかつ、ポルトガル語講師として教壇

に立つことができる人材は非常に限られていることも事実である。本講座には、語学講座ととも

に、「中南米に関する知識」、「多文化共生に関する知識」、「医療制度に関する知識」、「医療

通訳の心得や医療技術に関する知識」の 4 つを柱とする基礎知識講座が存在する。このたび
見られたような課題は、講座の受講生が語学講座と基礎知識講座をそれぞれ独立したものと

して位置づけていることが要因なのではないだろうか。本講座では、基礎知識講座において

「医療通訳の心得や医療技術に関する知識」をテーマとする授業が行われており、医療現場

の実際の様子を知るための機会は設けられている。また、今年度は、希望者だけではあった

が、外国人住民の健康診断に参加し、実際の通訳現場を間近で見学するという機会も提供さ

れた。そのため、外部機関とも連携し、医療現場における言語面でのサポートがいかなるもの

かを実際に経験できるような機会を受講生に提供していくことや語学講座と基礎知識講座が

本講座の両輪であり、相互に結びついていることを受講生に意識させていくことがさらに必要

となってくる。また、（3）初級クラスとその上の中級クラスのレベルの違いを心配する声が多く聞
かれた。入門クラスから初級クラスへはテキストが連続しており、学びがスムーズであったという

意見がみられたことから、クラス間の接続をできるだけ円滑に行うために現在作成に取り掛か

っている中級クラスで用いられるテキストの工夫が考えられる。また、授業の回数は限られてい

るため、課題を上手に活用するなどし、授業内だけでなく、授業外においても受講生が主体的
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に学ぶような仕掛けを作る必要があろう。 
本講座は社会人を対象としており、様々な知識や経験を有する多様な人材が集まっている。
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うに詳しくは説明しない。実際の診療室はちょっと違うのではないか、と思うところがあった。 
・自分の経験では、外国人患者は日本人に比べてはるかに多く反応し、質問をする。患者が
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はそのまま掲載して、様々な言い方がある場合のみ授業で説明してほしい。 
 
この「ふりかえり」では、各自の自主学習時間数についても尋ねた。その結果は以下の通り

である。講座開講期間中（夏休み除く）では、「週 2時間未満」は 0名、「週 2～4時間未満」が
7名、「週 4時間以上」は 5名であった。夏休み期間中においては、「週 2時間未満」が 2名、
「週 2～4時間未満」が 9名、「週 4時間以上」が 1名だった。 
また、講座開始から最終日までの期間を通じて、「聴く」「話す」を重視した自主的学習をし

たか、という問いに対しては、「あまりやっていない（月に 0～2 回程度）」は 0 名、「ある程度コ
ンスタントに（月に 3～4回程度）」は 2名、「かなり意識して（少なくとも週に 1回）」が 8名であ
った。1 回の練習あたりで自分が発話する時間（聴いている時間は除く）については、「5 分未
満」が 3名、「5～15分程度」が 6名、「15分以上」は 2名だった。 
以上の結果から、今後の教材開発、改良にあたっての留意点として、「より診察室の実態に

近い会話文」を「受講者が覚えやすい形式」にして再構成することがあげられよう。授業方法に

ついては、どこまで自宅で準備してきてもらうかなど、授業の効率性と社会人受講生の実情の

両方に配慮しつつ検討する必要がある。受講者のモチベーションは全体として高いので、い

つ、どこでも自主学習がしやすい仕組みづくりが必要である。 
（小池康弘、糸魚川美樹、江澤照美） 

 
3. 基礎知識講座実践報告 
3.1 医療に関わる通訳者・支援者が知っておくべき医療保険制度の基礎知識 

2017年 5月 18日に行なわれた基礎知識講座 1コマ目、「医療に関わる通訳者・支援者
が知っておくべき医療保険制度の基礎知識」の概要は以下の通りである。本講義において

は、日本の医療保険制度について概説し、医療に関わる通訳・支援における注意点を最後に

説明した。 
患者が医療機関を受診する際、自らの病状や回復への見通しに加え、どれだけの医療費

がかかるのか、患者自身が正しく理解する必要がある。どのような治療方法を選ぶのか等、

様々な判断を左右し得る経済的負担の問題は、医療保険制度や各種助成制度等の情報の

有無の問題でもある。実際には受けることができた治療を、情報不足により患者が諦めること

のないよう、適切な情報提供が重要である。 
 

① 日本の医療制度の特徴 
日本の医療制度の特徴は、誰もが公的医療保険に加入する国民皆保険制度に代表される。

日本の医師免許があれば何処でも開業できる（自由開業制度）ため民間の医療機関が多く、

医療機関の公私や規模を問わず、患者は自由に医療機関を選ぶことができる（フリーアクセ

ス）。また、診療報酬が点数制の公定価格で定められており（診療報酬点数制）、保険診療に
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おいては、同一診療に対する支払額が医療機関によって大きくは異ならない7。社会保険方式

を基本に公費も投入され、誰もが安い医療費で高度な医療を受けられる環境である。 
② 医療機関の分類と診療報酬の仕組み 
医療機関の分類には主に病床数による分類と機能による分類があり、病床数 19床以下を
診療所、20床以上を病院と呼ぶ。更に、病床数 200床以上で地域の中核となる地域医療支
援病院、高度医療を行う病床数 400床以上の特定機能病院に分類される。救急医療体制や
病床の種類による分類もある。症状に応じた医療機関の受診を促し、医療機関の機能分担を

図るため、紹介状（診療情報提供書）を持たずに 200床以上の病院を受診する初診患者に
は選定療養費8が課される。 
保険診療においては、患者の医療費負担は負担割合に応じた一部負担金のみだが、医療

保険適用外の医療行為（厚生労働省未承認の治療や新薬、出産や不妊治療、美容整形の

他、交通事故や労働災害等）の場合は、自由診療として全額自己負担となる。医療保険未加

入の場合、全ての医療行為が自由診療となる。また、保険診療では 1点 10円と定められて
いるが、自由診療では 1点の価格は医療機関が自由に決定するため高額化する傾向にあ
る。 
③公的医療保険制度9 
公的医療保険に加入することにより、医療機関受診時の窓口支払いが一部負担金で済むだ

けでなく、高額療養費制度10や出産育児一時金等の給付を受けることも可能となる。公的医療

保険への加入は、日本国籍住民だけでなく、3 ヶ月以上日本に合法的に 
居住する外国籍住民にも義務であり、その多くが健康保険11または国民健康保険の加入対象

者である。雇用主にも保険料の支払い義務がある健康保険においては、勤務先にて保険加

入手続きを行う一方、国民健康保険の加入手続きは各市区町村役場にて加入者本人が行

う。外国籍住民が無保険状態にならないよう、雇用者が適切に健康保険に加入させているか、

各市区町村が適切に情報を提供しているか等の確認も重要である。 

                                                   
7 医療機関の病床数や機能による点数加算があるため、医療行為は同じでも受診施設により請求額が
異なることがある。 
8 厚生労働省ホームページには、選定療養費等、外国人向け説明資料が多言語にて公開されてい
る。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056789.html 
9 その他、医療保険制度の説明については、厚生労働省ホームページに詳しい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/in
dex.html 
10 1 ヶ月に支払う医療費の限度額が所得に応じて定められており、その自己負担限度額を超えた金額
が支給される。「限度額適用認定証」を予め保険者に申請しておくことにより、自己負担額を超える分の
立替払いが不要となる。 
11 一般的には、この健康保険のことを社会保険（社保）と呼ぶことも多い。 
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④公費負担医療制度12 
社会保障制度には社会保険の他、その費用の一部または全額を公費負担する公的扶

助・社会福祉・公衆衛生がある。乳幼児医療費助成制度等のように医療保険加入を前提とす

るものもあるが、医療保険未加入者や非正規在留者も対象となるものもある。母子健康手帳の

交付・入院助産制度・未熟児療育医療費給付制度等、母子保健に関する諸制度の他、定期

予防接種や、結核医療費公費負担制度等がそれにあたる。母子健康手帳は多言語化も進ん

でおり、必要に応じて自治体に確認したい。また、結核患者の入院治療については全額公費

負担となるが、費用面の説明だけでなく、感染拡大防止という公衆衛生上の必要性について

も理解を促すことが重要である。 
なお、障害者の自立支援を目的とした、育成医療・更生医療・精神通院医療費公費負担制

度等では、その緊急性や改善見込み、自治体によっても対象者が異なる。受給者が医療保険

から脱退し、指定医療機関にて扶助として医療を受ける生活保護制度においても、その受給

者は行政裁量に委ねられており可変的である。今後更に医療や社会保障のコスト削減が叫ば

れ、受給対象者を減らすために外国人を対象外にしようとする動きが出て来ることは想像に難

くない。医療・社会保障を受ける権利は基本的人権であることを再認識し、変わりゆく制度を注

視しつつ、必要な支援を臨機応変に模索する必要があろう。 
⑤その他の社会保障制度 
その他、社会福祉法に規定された無料低額診療事業という救済措置事業が存在している。

当該事業の届出をした医療機関は、低所得者等に無料または低額で医療行為を一定数行

い、その引き換えに税制上の優遇措置を受けることができる制度である。無料低額診療施設13

に相談することにより、医療保険未加入者や非正規滞在者を含む生計困難者の受診への道

が開かれ得る。支援者が知っておく価値は大きい。 
⑥医療に関わる通訳・支援における注意点 
医療は究極のプライバシーとも言われ、患者の個人情報・医療情報には細心の注意を払わ

なければならない。医療に従事する職種の多くは国家資格であり、法的に守秘義務を負う専

門職である。医療従事者からの信頼を得てより良い連携を図るためにも、医療通訳者や支援

者を介して患者の情報が漏洩されることがあってはならない。 
また、医療における通訳において正確性が最も重要であることは言うまでもない。通訳という

性質上、通訳におけるミスは通訳者本人にしか分からない場合もあるが、診断や治療を左右し

得るという自覚を持ち、不明な点をなおざりにし、曖昧な訳出をすることがあってはならない。

                                                   
12 各種公費負担医療制度、外国人や非正規滞在者への適用可否等については、下記に詳しい。 
福島移住女性支援ネットワーク, 2016,『外国人の医療・福祉・社会保障相談ハンドブック』 
日本弁護士連合会, 2016, 『非正規滞在外国人に対する行政サービス』 
東京女子医科大学病院社会支援部ホームページ 
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/SW/seido-teate/kotekijosei.html 

13 無料低額診療事業の利用方法は全日本民医連ホームページに詳しい。各地の該当施設も検索可
能。http://www.min-iren.gr.jp/ 
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12 各種公費負担医療制度、外国人や非正規滞在者への適用可否等については、下記に詳しい。 
福島移住女性支援ネットワーク, 2016,『外国人の医療・福祉・社会保障相談ハンドブック』 
日本弁護士連合会, 2016, 『非正規滞在外国人に対する行政サービス』 
東京女子医科大学病院社会支援部ホームページ 
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/SW/seido-teate/kotekijosei.html 

13 無料低額診療事業の利用方法は全日本民医連ホームページに詳しい。各地の該当施設も検索可
能。http://www.min-iren.gr.jp/ 

 

通訳者のプライドよりも、患者の利益を優先する勇気を持つことが重要である。 

 
厚生労働省・協会けんぽ他、各種資料より筆者作成 

（金 千佳） 
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カナダやオーストラリアなど移民が多い国では、医療通訳認定制度などがある14。日本はボラ

ンティアに頼っているが、通訳者の意識が高くなることで状況は変わる。それが自身のためで

あり、業界のためでもある。 
② 通訳の種類 
会議通訳・放送通訳・一般通訳（ビジネス通訳など）・司法通訳・コミュニティ通訳（医療通

訳）、通訳ガイドなどがあり、通訳の形態としては同時通訳・逐次通訳がある。また、ウィスパー

リング（話者の発言を聞き手の耳元で同時通訳する）や、サイト・トランスレーション（スピーチ原

稿を目で追いながら訳す）などもある。 
通訳者に対して、専門（得意）分野が問われることもある。司法や医療などは専門化している

ことが多いが、英語の通訳者は原則としてフリーランスで「何でもやる」。 
そうした中で、ある時までは「金融」、「IT」、「医療・製薬」のいずれかを抑えておけば“食いっ
ぱぐれがない”と言われてきた。お金が大きく動く業界である。しかし、不景気を何度も繰り返す
なかで、どの分野でも優秀な通訳者がひしめくようになり、現在では必ずしも安泰とは言えない。 
それでも専門（得意）分野を持つことは強みになる。筆者は、放送通訳を中心に会議・ビジネ

ス通訳を行なってきた。医療関係は、なるべく受けないようにしてきたが、受けた案件はある。

例えば、 
・製薬会社の合併リストラ交渉 
・胃カメラの開発メーカーの会議 
・新しい医療機器・新薬の発表、セミナー 
・マスコミ関係者向けの、紛争地における救護活動セミナー 
・官庁の招待で来日した要人の通訳をするはずだったが、その人が体調不良となり、急きょ、

東京の虎ノ門病院に連れていった。大事はなかったかが、病名など複雑なものが出てくるかと

不安だった。 
仕事になると、これは出来ないは許されず、予想外の事態に対応しなくてはならない。 
③ スペイン語・ポルトガル語の特異性 
英語がいわゆる国際語になったため、英語を使う外国人が増えている。英語の通訳者は、母

国語が英語でない人の英語を通訳することも多い。筆者もフランスのマクロン大統領（英語がう

まい）をはじめ、他の言語を母語とする人たちの通訳をかなり担当してきたが、スペイン語、ポ

ルトガル語の母語話者が話す英語を通訳したことはない。たまたまないだけかもしれないが、

他の言語圏に比べ、英語の浸透力が弱く、一定の特異性が維持されているのかもしれない。

ただ、最近専門家から聞いた話によると、スペインでも急速に英語のできる人が増えていると

いう。 

                                                   
14 鳥飼玖美子編著(2013)『よくわかる翻訳通訳学』ミネルヴァ書房 pp.64-65 



31

 

カナダやオーストラリアなど移民が多い国では、医療通訳認定制度などがある14。日本はボラ

ンティアに頼っているが、通訳者の意識が高くなることで状況は変わる。それが自身のためで

あり、業界のためでもある。 
② 通訳の種類 
会議通訳・放送通訳・一般通訳（ビジネス通訳など）・司法通訳・コミュニティ通訳（医療通

訳）、通訳ガイドなどがあり、通訳の形態としては同時通訳・逐次通訳がある。また、ウィスパー

リング（話者の発言を聞き手の耳元で同時通訳する）や、サイト・トランスレーション（スピーチ原

稿を目で追いながら訳す）などもある。 
通訳者に対して、専門（得意）分野が問われることもある。司法や医療などは専門化している

ことが多いが、英語の通訳者は原則としてフリーランスで「何でもやる」。 
そうした中で、ある時までは「金融」、「IT」、「医療・製薬」のいずれかを抑えておけば“食いっ
ぱぐれがない”と言われてきた。お金が大きく動く業界である。しかし、不景気を何度も繰り返す
なかで、どの分野でも優秀な通訳者がひしめくようになり、現在では必ずしも安泰とは言えない。 
それでも専門（得意）分野を持つことは強みになる。筆者は、放送通訳を中心に会議・ビジネ

ス通訳を行なってきた。医療関係は、なるべく受けないようにしてきたが、受けた案件はある。

例えば、 
・製薬会社の合併リストラ交渉 
・胃カメラの開発メーカーの会議 
・新しい医療機器・新薬の発表、セミナー 
・マスコミ関係者向けの、紛争地における救護活動セミナー 
・官庁の招待で来日した要人の通訳をするはずだったが、その人が体調不良となり、急きょ、

東京の虎ノ門病院に連れていった。大事はなかったかが、病名など複雑なものが出てくるかと

不安だった。 
仕事になると、これは出来ないは許されず、予想外の事態に対応しなくてはならない。 
③ スペイン語・ポルトガル語の特異性 
英語がいわゆる国際語になったため、英語を使う外国人が増えている。英語の通訳者は、母

国語が英語でない人の英語を通訳することも多い。筆者もフランスのマクロン大統領（英語がう

まい）をはじめ、他の言語を母語とする人たちの通訳をかなり担当してきたが、スペイン語、ポ

ルトガル語の母語話者が話す英語を通訳したことはない。たまたまないだけかもしれないが、

他の言語圏に比べ、英語の浸透力が弱く、一定の特異性が維持されているのかもしれない。

ただ、最近専門家から聞いた話によると、スペインでも急速に英語のできる人が増えていると

いう。 

                                                   
14 鳥飼玖美子編著(2013)『よくわかる翻訳通訳学』ミネルヴァ書房 pp.64-65 

 

なお、通訳業界の情報入手も重要である15。スペイン語、ポルトガル語はサッカーや K１など
のスポーツ分野でも需要がある。 
（2）やっておくこと 
① NHKのスペイン語講座、ポルトガル語講座を聞く。 
② 医療関係の原語の本と対訳本（薄いものでよい）を徹底的に覚える。 
③ ネイティブと接する 
ネットで「名古屋ポルトガル語 café」や「名古屋スペイン語カフェ」などが出ていた。内容を吟
味して参加してみるのも一案であろう。 
④ ノートテイキング 
ノートテイキングに関する論考はきわめて多い。一般には訳出する言語（ターゲット言語）でメ

モを取るのがよいとされているが、必ずしもそうとはいえず、現実には個々の通訳者が独自に

構築していく。だが、いくつかポイントはある。 
・ メモ用紙にA4を使うなら、一頁を縦半分に 2列で使う。このほうが左から右への動きが小さ
くて済むので時間が短縮できる。 
・ 立った状態での通訳では、クリップボードを使ってメモを取る。 
・ メモは少なめに。耳に集中、記憶する。固有名詞、数字などの情報とともに、論理の流れが

重要。これが自分の記憶を想起させる。 
・ 資料がそばに置けない状態でも、医療通訳なら、たとえば対象言語と日本語で臓器名が記

された人体図などを携帯。 
・ 事前準備として単語帳を作成。 
授業ではこの後、受講者（ポルトガル語初級 9 名、ポルトガル語中級発展 7 名、スペイン語
中級発展 13名）に実際に通訳をやってもらった。 
スピーチ役が簡単な自己紹介を日本語でする。2―3 人が通訳となり、前の白板にメモ書きし、
ポルトガル語ないしスペイン語に訳す。その後、筆者は両言語を解さないが、通訳というものの

性質と英語・フランス語からの類推をもとに

コメント。小池先生からも講評をいただいた。 
人前で実技をしたことで、みなに緊張感と

高揚感があふれた。講評としては、通訳の

文章を完結させること、専門語が出てきても

その言葉の意味を基に 2 番煎じ、3 番煎じ
の訳をすること。また、個人対個人の逐次通

訳では、重要語で知ったかぶりをせず、誠

                                                   
15 『通訳者・翻訳者になる本 2018』(2017) イカロス出版 pp.58-59 
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実に聞き直したり、時には辞書を引いたりして対応するよう伝えた。 
（3）心構え：意識は高く、日々は地道に。失敗にはちょっと鈍感に 
専門分野をもつことは強みになるが、そこから一般通訳に発展することもあるので、自身をあ

まり限定しない。英語にも目配りする。3 か国語ができたら、完璧でなくても強い。意識はつね
に高くもつ。 
ただし、日々は地味に勉強を。また、失敗に対して過度に反省すると自信を失ってしまうので、

ちょっと鈍感であることも大切である。そして、通訳になって、違う言語を扱う楽しさ、いろいろな

人に出会える楽しさ、新しいことを学ぶ楽しさを大いに享受してもらいたい。 
（4）質疑 
写真は筆者の通訳小道具を写したものである。この中で、ストップウォッチについて質問があ

った。会議の同通では 15 分くらいで交替するので、ストップウォッチで計測する。難しい発言
は数秒でも苦しいので、通訳は秒単位で公平に割り当てる。 
また、紹介した自著16には、オバマ前大統領の広島演説を BBC で同時通訳した経験が書

かれている。これにも質問があり、受講者の関心の高さがうかがえた。 
（袖川裕美） 

 
3.3 コミュニティ通訳：コミュニケーション支援者が知っておくべき基礎知識 
まず、定住外国人が日本の医療サービスを受ける際に抱える問題点を 3つ挙げた。 
1 点目として、言葉の壁と医療サービスへのアクセスが挙げられる。具体的には、医療機関

への予約方法がわからない、受付での日本語対応、必要書類の記入方法がわからない、診

療時の医師とのコミュニケーション等が挙げられる。このほか、医療情報へのアクセスが困難な

ため受診ができなかったり、日本の医療サービスの質に対する不信感から受診を渋ったりする

ケースもある。これらの理由から医療サービスへのアクセスが困難となったり、躊躇したりするた

め、受診が遅れ、その結果症状が悪化してしまうこともある。 
2 点目として、医師と患者をめぐる関係性やコミュニケーションの違いが挙げられる。日本で

は、医師と患者は上下関係にあり、患者が医師に対して多くの質問をしたり、意見を言ったり

することは、一般的には好まれない。そのため、医師とのコミュニケーションや診療の際の説明

が不十分である感じる外国人がいる。また、プライバシーの観点から、カーテンで仕切られた

だけの日本の診察室に抵抗を感じる人も少なくない。 
3 点目として、医療通訳の利用が挙げられる。日本では、一般的に患者がプロの医療通訳

者を利用することは困難である。そのため、家族や友人に通訳を依頼する場合がほとんどであ

る。通訳を頼むことができる家族や友人がいない場合は、スマートフォンのアプリや指さし表、

辞書等を使用し、片言のコミュニケーションで診察を受けているのが現状である。しかし、訓練

                                                   
16 袖川裕美（2016）『同時通訳はやめられない』平凡社新書 
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16 袖川裕美（2016）『同時通訳はやめられない』平凡社新書 

 

を受けていない人が通訳をしたり、指さし表を使用したコミュニケーション等は正確性に欠ける

可能性が高い。さらに、通訳者と患者との関係性が及ぼす影響や、プライバシーの観点から、

家族や友人が通訳をすることは望ましくない。 
このように医療サービスにアクセスする際以外にも、外国人が日本で生活する上で抱える問

題は多様化している。外国人の定住化が進み、離婚、交通事故、職場でのトラブル、子育て

不安、不就学・不登校等、日本人が抱える生活問題と差がなくなってきている。しかし、外国人

がこれらの問題に直面する際、在留資格、言葉や文化の壁等、外国人特有の要素が絡まり、
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たとえ行政サービスや医療サービスが平等に提供されていても、受益者がそれらを受けとる

ことができる方法で提供されていなければ、受益者にとってそのサービスは結果として提供さ

れていないに等しい。行政サービス、医療サービスを受けることは、その人のもつ権利である。
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と言われている。司法通訳とは、警察通訳、法廷通訳を指し、医療通訳とは、命にかかわるよう
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な医療行為の通訳や、高度な医療知識が求められる通訳を指す。 
コミュニティ通訳として大切なこととして、水野真木子17は、①語学力・通訳技術、②法律、制

度、手続きについての知識、③異文化に対する知識・認識、④倫理、⑤仕事を続けるための

ケアを挙げている。 
②の「法律、制度、手続きについての知識」は、通訳を担当するケースに関連する情報の事

前準備以外にも、在留資格の制度やその種類について知識を得ておくことが大切である。併

せて、在留資格の種類や在留期限、就労の可否が記されている「在留カード」についても知識

があるとよい。また、常日頃から、法律の改正や制度について情報収集をしたり、専門用語を

学んでおいたりすることも大切である。しかし、これらの知識は、原則として、通訳をする際に役

立てるためのものであり、相談者へのアドバイスや専門家へ意見するためではない。 
③の「異文化に対する知識・認識」として、相談者の本国の政治状況や歴史的背景、教育

制度、女性の地位や宗教について知っておくとよい。例えば、教育制度は国によって異なるた

め、「中学校」や「高校」という言葉が指す学校制度や、学年が異なることがある。  
また、中国人が「安易に引っ越すことができない」といったとき、中国では農村から都市への

移動は厳しく制限されているといった中国の戸籍制度を、基礎知識として専門家に説明する

必要がある。 
女性が発言をしたり 1 人で外出したりすることがタブーとされている国の人との面談には

往々にして夫が同行、同席することが多いが、場合によっては夫に席をはずしてもらなければ、

当事者である女性本人の本心を聞くことができないということもある。 
他にも、国民健康保険や年金制度が存在しない国の人に通訳をする時、単に制度名を置

き換えて訳すのではなく、それらの制度についても説明する必要がある。 
本国での離婚が成立しないまま日本で再婚の手続きをしようとする人について、本国での

離婚が成立していない理由として、主にカトリックの国では離婚が制度として認められていなか

ったり、離婚手続きに多額の費用がかかったりする事情があることを専門家に伝える必要があ

る。 
このように、コミュニティ通訳者は、通訳のほかに、必要に応じてこれらの知識や情報を専門

家に伝える役割をも担う。これにより、誤った認識や誤解、ミスコミュニケーションを避けることが

でき、外国人の個人の権利が守られる助けともなる。 
このほかにも、通訳者が倫理や仕事を続けるためのケアとして、守秘義務、能力を超えるケ

ースは断る、通訳者自身のプライバシーを守る、メンタルケアのためペースダウンが必要な場

合もある等が挙げられる。また、通訳者ができる環境づくりとして、座る位置の工夫、アイコンタ

クトを取りながら話を傾聴し、相談者が心を開いてリラックスした気持ちになれるようにする、適

切な服装を心がける等が挙げられる。 

                                                   
17 水野真木子(2015)「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－」 
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原則として、通訳者は通訳業務が唯一の役割であり、専門家ではない。通訳者は、専門家

と外国人相談者のコミュニケーションの手助けをする役割であり、その場の流れは専門家がコ

ントロールすることが原則である。相談者の中には、通訳と専門家を混同し、通訳者にアドバイ

スを求めたり、通訳者とコミュニケーションをとろうとする人もいる。そのような事態を避けるため、

通訳を開始する前に、相談者に専門家と通訳者の役割と違いを説明し、相談者が混乱しない

ようにすることが大切である。 
以上が原則である。しかし、コミュニティ通訳者は、現場で柔軟な対応を求められることが多

い。相談者の中には、権力を有する専門家を前に、緊張したり、本来言いたいことが言えなく

なってしまう人もいる。そのため、コミュニティ通訳者は、緊張を解いたり、時として、本人が本

来言いたいことを代弁したりする役割も担い、代弁者、擁護者、人権の保障や個人の権利を

守る支援者としての役割を担う側面もある。場合によっては、通訳としての役割を超え、多文化

ソーシャルワーカーとしての役割を担うこともあり、コミュニティ通訳としての原則を熟知した上

で、柔軟な対応が求められる。 
その場合、相談者の問題を包括的な観点から分析し、問題の本質がどこにあるのかを分析、

解決すべき問題は何かを見極め、その上で、適切な専門家、支援団体につなげることが大切

である。そのためには、ヒアリング、聞く技術が大切である。また、ヒアリング後の対応や専門家

や専門機関につなげるためには、知識や情報、人的ネットワークが重要となる。 
例えば、法律相談で、離婚の相談にきた外国人女性に対して、弁護士は日本における

離婚の手続きや子どもの親権、養育費等、法律や制度に関する情報提供やアドバイスをする。

しかし、相談の中で離婚の原因がＤＶだと判明した場合、女性相談や保護施設のような専門

機関へつなげたり、状況によっては、精神科医や臨床心理士の紹介、ＤＶ被害者の在留資格

の手続き処置の情報提供等が必要となる。 
このように通訳者が通訳者としての役割を超えて、情報の提供、専門家や専門機関、社

会資源につなぐ等、通訳者がもつ知識、情報、人的ネットワークを提供することも多々ある。専

門家や専門機関につなげる際には、可能な限り、事前に電話で連絡をする等して、リファー先

に状況を説明しておくことが大切である。状況を総合的に把握している立場の者として、ケー

スの全体像と本人の状況を伝えることにより、行き違いや誤解、本人が再度慣れない日本語で

説明しなければならない負担を避けることができる。 
しかしながら、このような通訳者としての役割を超える対応は、あくまでも例外として捉えられ

るべきである。通訳者は専門家ではなく、通訳が唯一の業務であることが原則である。専門家

がいるにも関わらず、通訳者がその役割を超えて介入を行う際、それは特別なケースであると

認識し、介入には特別な知識が必要であることを自覚することが大切である。 
以上の内容を踏まえ、「あなたならどう対応しますか？」と題してグループワークを行った。以

下の 5つのケースについて 4つのグループでディスカッションを行った。 
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① 相談者に名前、電話番号を教えてほしいと言われた。  
② 相談者に「通訳はいらない」と言われた。  
③ 派遣されて出向いたところ、相談者が自分の対応言語を理解しないことが判明。  
④ 専門家が間違った情報を提供、アドバイスしている。  
⑤ 相談者の話の内容のつじつまがあわない。同じことを繰り返し話す。時制にずれがある。

精神疾患があると思われるが・・・  
 
ディスカッションの後、それぞれのグループで発表をした。回答はグループごとに異なり、柔軟

性が求められる現場での対応について議論し、考える場となった。 
（神田すみれ） 

 
4. 「基礎知識講座」2年間のふりかえり 

2016 年度から 2 年間を見通した授業計画を立て、進めてきた基礎知識講座の 2 年目が今
年度で終了する。そこで、基礎知識講座の運営についても振り返っておきたい。 
今年度の講座最終日に実施した受講生へのアンケート結果をもとに、2 年間の基礎知識講

座を振り返り、今後の実施方法について考えてみたい。2 年前、基礎知識講座をより良いもの
にするためにそれまでの課題を拾いあげ、「2 年間を見通した授業計画を立てる」、「医療講座
の基礎知識講座としてどのような授業内容であるべきか、枠組みを明確にする」ことが議論さ

れた。そして、2016 年度から、「中南米」、「多文化共生」、「医療制度」、「医療通訳の心得や
医療技術」の 4つの柱を基本とし、それらに関する基礎知識講座を１年目は「基礎編」、2年目
は「発展編」と位置づけ実施するという計画がなされた。 

2 年間が過ぎ、いま振り返ってみると、運営側として、当初の計画を非常に意識し、2 年間を
見据えた基礎知識講座の提供を試みてきたが、4 つの柱を基本とし授業が行われていたもの
の、1 年目と 2 年目の教授内容のつながりがみえにくいなど、依然、改善の余地があるように
思われる。一方、実際に、基礎知識講座に関するアンケート結果をみてみると、講座最終日に

参加していた 28 名の受講生の基礎知識講座に対する平均満足度は「まあ満足」であり18、具

体的な受講生の声としても、「私は語学講座はやったことありますが、基礎知識は本当ないの

で、外国人の方の背景を知るためにもすごく良かったです」、「通訳経験者の方のお話が聞け

てよかった」、「テーマはよかったです」、「コミュニケーション通訳としての心得、外国人児童の

生活と健康などがテーマの話はとても興味深かったです」、「実際の現場での貴重なお話が聞

けてよかった」、「幅広い分野の話を聞くことができてよかった」など、おおよそ満足している様

子がわかる。 

                                                   
18 受講生へのアンケートでは、基礎知識講座の満足度を、大変満足、まあ満足、普通、少し不満、大
変不満の 5段階評価で尋ねており、28名中 11名が大変満足、14名がまあ満足、2名が普通、少し
不満が 1名と回答しており、平均するとまあ満足となった。 
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しかしながら、基礎知識講座の内容に受講生はおおむね満足してはいるものの、実際に、

受講生は医療現場で言語面でのサポートを行う人材が身に着けて欲しい基礎知識講座の 4
つの柱というものをどこまで意識し基礎知識講座を受講しているのだろうか。また、この 4つの
柱を基本とした学びを 2 年間かけて段階的に深めて欲しいという運営側の意図がどこまで伝
わっているのだろうか。 
そこで、今後は、ひき続き、4 つの柱を基本とする 2 年間を見通した授業計画を立てるとと

もに、それぞれの枠組みの中で行われる授業の 1 年目と 2 年目の教授内容のつながりにも
意識をはらう必要がある。そして、受講生には、基礎知識講座の 4 つの柱を明確に打ち出し
た上で、本学の医療講座の基礎知識講座として何を身に着けてもらいたいと考えているのか、

この基礎知識講座が医療現場において言語によるサポートを目指す人々にとって何を意味

するのかを丁寧に説明しながら基礎知識講座を運営することが求められよう。 
（王阪香津美） 

 
おわりに：平成 30年度講座にむけて 
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一層の質的向上を図っていきたい。 
（小池康弘） 
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講演録

Students’ Picks:  News of the Week 
–An Attempt to Build a Firm Foundation 

for Interpreting – 

Department of British and American Studies 
Hiromi SODEKAWA 

This is a full version of the script from the author’s presentation1 at ATT8, the 8th 
Asian Translation Traditions Conference, titled Conflicting Ideologies and Cultural 
Mediation – Hearing, Interpreting, Translation Global Voices, in SOAS or School of 
Oriental and African Studies, University of London on July 6th, 2017. 

 
1. Cover Page 

Ladies and gentlemen, 
thank you very much for 
joining me.  

I am Hiromi Sodekawa, an 
associate-professor in the 
Department of British and 
American Studies at Aichi 
Prefectural University of 
Japan, although I have only 
been teaching for a year and 
a half.  More recently I have 
been a simultaneous inter-
preter and doing some 
broadcasting interpreting as 
well. 

I am very happy to be back in London. From 1994 to 1998 I worked for the BBC 
World Service in London as a broadcast interpreter. This was actually the start of 
my career as an interpreter. So, of course, I have a personal attachment to this city. 
SOAS recently gave me another “first”: the opportunity to make this presentation at 
an international conference. This city has now provided me two important “firsts”. 

Thank you, London. 
 
2. Introducing Myself 

A brief introduction, showing a picture of me, working in the BBC Tokyo studio. 
 
3. Purpose of the Method 

I am responsible for the interpreting classes at the university. 
While language and skills for interpreting are essential for professional 

interpreters, they are not enough. Interpreters also need to have basic general 
knowledge in every field, including politics, economics, culture, science, and world 
affairs, both in the source and target language, regardless of what subjects are being 
interpreted. 
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Based on my experience as an interpreter, I created a method that uses newspaper 
articles to help students acquire both contemporary language and general knowledge. 
Throughout the 2016 academic year, I adopted this method for the undergraduate 
and graduate levels in interpreting and communication studies classes. 

The number of students was as follows:  sophomores: 15 (1st semester of 2016), 
16 (2nd semester of 2016); juniors: 8 (1st of 2016), 4 (2nd of 2016); graduate students: 
2 (1st of 2016), 3 (2nd of 2016). 

By the way, I am continuing to use this method this year as well. 
 
4. Method 

The method is deceptively simple. 
1) Once a week, students are asked to pick two news articles in Japanese and then 

two related articles in English, focusing on the different perspectives of their news 
sources. The news sources can be of print- and/or web-versions. To widen their views, 
they are also advised to read major national newspapers rather than use local or 
regional sources. 

Here it might be useful to say something about the press in Japan. Probably up 
until 10 years ago, most Japanese households subscribed to a set of morning and 
evening editions of a general, daily newspaper. This was made possible by Japan’s 
uniquely efficient home-delivery service. We do not have the custom of buying 
newspapers from a kiosk or stand. With the rapid rise of the internet, combined with 
the recession, however, Japan’s press subscriptions have been falling dramatically. 
Although by global standards circulation of its general press is still high, it is steadily 
falling, particularly with the younger generation. 

In a 2011 list of the world’s top newspapers by circulation, compiled by the World 
Association of Newspapers and News Publishers, the Yomiuri and Asahi newspapers, 
placed first and second, respectively. But almost 3.3 million subscribers dropped for 
the period of 2013-2016 (general newspapers sales in 2016: 39.8 million, according 
to The Japan Newspaper Publishers and Editors Association). Even though Japan’s 
national press have tried hard to reverse this trend by setting up an online-edition, 
they are having difficulties to find and retain readers. 

This is arguably unfortunate because newspapers at home are believed to help 
sustain Japan's significantly high literacy rate of 99%. That, I believe, partially 
underpins what we call, reading, writing, and calculating skills (said to be the three 
basic skills for survival in society). It is often said that even beggars in Japan read 
newspapers. 

Well then, is it possible for an instructor, like me, to reverse this trend? No. Not 
that. But it is a shame not to at least utilize this wonderful source of information at 
hand. 

2) Let me go back to the subject of the method. After choosing their articles, 
students are required to note vocabulary and terms specific to their subject. They 
have to compile a file called “News of the Week,” and make a short class presentation 
in English. This file becomes a treasure trove of information and knowledge, which 
can be used as reference material for their graduation theses. They also make a short 
presentation on their news topics in the class, focusing on 5W1H (when, where, who, 
what, why and how). Depending on a topic, the instructor provides background 
explanations, and occasionally leads discussions among students. 
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5. Process 
These are pictures of the 

students’ files. They were 
neatly organized. Though it is 
not on display, one student 
added an illustration to each 
article. She created her own 
world. Excellent! 
 
 
 
 
  

At an early stage of the 
classes, students seemed to 
struggle to find their way to 
handle the assignment. But 
gradually they got used to it, 
and more interested in news. 
Along with accumulating 
knowledge, their interpreting 
skills got better. 

In order to confirm what I 
observed, I conducted a stu-
dent survey about “News of 
the Week” and had them make 
a report on it. 
 

 
6. Reaction from Students 
6.1 Survey 

According to the survey, this assignment was both fun and educational (96%). 
25 out of 26 students responded to the survey. The denominator is less than 30, so 

this may not be statistically significant, but it could be a good reference for 
consideration. 
1) Questionnaire 

Q1. What kind of news did you pick? 
Q2. Did you become interested in news or not? 
Q3. Was this assignment useful for your studies? 

If so, in what way? 
If not, why? 

Q4. Was it fun to work on or not? 
Q5. Any other remarks. 

 
Q1.  

They picked whatever sounded interesting: Brexit, terror incidents including 
shooting rampages in the US, the US presidential election, IT related issues, Japan’s 
election and security related laws, sports, entertainment, social discrimination, 
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earthquake and natural disasters, and Middle-East issues. 
Just about anything, although economics and science were not popular topics. 

 
Q2.  

Every student except one said they had become more interested in the news. That 
is 96%. 
 
Q3.  

All the students said this assignment was useful and effective. No exceptions. 
Vocabulary and expressions increased. There were new usages of familiar words. 
They acquired the skills to read newspapers faster and made a short presentation in 
English with more confidence. Reading newspapers became part of their routine 
activities. They got used to different news styles. They became aware of the different 
styles of headlines in Japanese and English papers. Became more interested in 
overseas opinions about Japan-Sino relations. Started to think more about politics 
in general. Paid attention to rare and unique news. Tried to find news topics that 
would entertain their classmates. 
 
Q4. 

Fun but hard. Hard but fun. At the beginning, they felt overwhelmed by this 
demanding assignment, but in the end found it unexpectedly enjoyable. And it was 
interesting to hear their other classmates’ choices. 
 
Q5. 

It would have been easier if they only had had to pick one topic. Although 
vocabulary and expressions increased, they were quickly forgotten. 
 
6.2 Report from Students 
Sophomores 
- Became interested in what is going on in the world. Encountered new vocabulary 
and terminology, both in English and Japanese. 
- Learned lots of unfamiliar words, such as vigilance, xenophobia, aging (greying) 
society, allegedly, disarmament, claim of responsibility for, etc. 
- Knowing about the US presidential elections, including each candidate, made it 
easier to understand the news in general, again, both in English and Japanese. 
- Reading newspaper everyday opened a gateway to other seemingly difficult issues. 
- Donald Trump’s words, such as nasty woman, bad hombres, deplorable, 
irredeemable were new. 
- Learned that Japanese and English use different phrases to express the same 
content or words. Sometimes one word in one language needs two or three words in 
the other. Completely interchangeable words are rather rare. 
- Followed up on a news item after working on a topic. For example, wondered what 
would happen to Bob Dylan after being awarded the Nobel Prize? 
- Found interesting differences between news media, for example:  The Nuclear Arms 
Ban Treaty was adopted in the UN, while Japan opposed it, despite being the only 
atomic-bombed country. Japanese newspapers dealt with this on the front page, 
while the New York Times did not pick it up at all. 
- Understood more about international affairs, and the reality that tragic news as 
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well as hopeful news happens every day. 
 
Juniors 
- Had not read news articles in print and on the internet before. Now did not feel 
barriers to reading them. Had fun talking about their picks with classmates. 
Classmates’ choices made them inquisitive about other news. 
- Learned that in English, the same thing could be said differently, for example, the 
trees are moved, are cut down, are felled. The Dentsu woman worker’s suicide due 
to overwork made them wonder what kind of companies they should work for in the 
future. 
- Saw the effects of different relations with the US, for example, during the US 
presidential election, the US, Japan, and the UK presented quite different 
perspectives on it. 
- Learned about lots of tragic incidents related to the discrimination still occurring 
in the US. 
- Discovered the different layout techniques in Japanese and English newspapers. 
Photos and title choices were also different. Recognized that without knowing the 
background, even Japanese news subjects could be difficult to understand. 
 
Graduate students 
- Kenji Goto, a Japanese journalist, was killed by ISIS. One student felt ashamed 
not to know more about the Middle East. So he decided that reading about this area 
would be his assignment. 
- Tried to cover many areas from politics and international affairs to economics. 
Comparing Japanese with English media was helpful to recognize differences, in 
terms of their perspectives or stances and their expressions and vocabulary. Tried to 
find something interesting for their classmates. 
- Tried to extend their scopes of interest from familiar topics to unfamiliar ones, such 
as science, politics, and economics. A short, public presentation induced a little 
tension, but helped in memorizing content and vocabulary. 
 
7. Analysis 

Students’ main news sources were the major Japanese newspapers: Asahi, Yomiuri, 
Mainichi, and the local newspaper, Chunichi. The NHK News Web (the Japanese 
equivalent of the BBC) and other private broadcasting corporations’ websites were 
also used. As for English news, The Japan Times was overwhelmingly referred to 
because it deals accurately with news about Japan and is well circulated in Japan. 
It was followed by The New York Times, and the BBC and CNN news sites. The 
Guardian, The Independent, The Wall Street Journal, The Telegraph, Yahoo UK, and 
the Global Times were also mentioned. 

Students picked just about any topic, although as mentioned earlier, economics 
and science were not so popular, probably because these areas need a higher level of 
specialized knowledge. Cultural and educational topics did not often appear on the 
list, probably because they are a bit too domestically or regionally rooted and finding 
equivalent English versions would not have been easy. 

I urged students to pick one domestic and one international topic. Or one 
challenging topic and then a lighter one. To stick to one topic and follow it regularly 
was also allowed. As a result, some students dealt with automotive related or IT 
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game related topics in the entire course. Others started to pick controversial issues, 
such as the overseas dispatch of Japanese self-defense forces to South Sudan, 
security issues, TPP, and nuclear power issues. This pleased me to no end, knowing 
that a deeper understanding of one area often opens a door to another. 

As mentioned, in their files, some students added their own comments to the news 
articles or even put illustrations in them. That was a pleasant surprise, going beyond 
my expectations. 

Furthermore, I noticed their interpreting performance got better for the speeches 
of Donald Trump and Hilary Clinton (the materials used in the interpreting classes), 
because their knowledge about the election had increased.  Students were attentive 
to various English expressions, using them in their English writings for other classes. 
 
8. Challenges for the Future 

This method has proven to be both useful and educational. However, it is also clear 
that only one year has passed since I adopted it, and many things remain to be seen. 
Issues to consider: 

 Some students are likely to focus only on English news articles, because they 
must make a presentation in English. However, a strong, solid Japanese 
language capacity is crucial for the foundation of their thinking and intelligence. 
I want to emphasize this. 
 Some students pick easy, less complicated stories with limited news sources. 
At the early stages this is fine. But exploring more complex news topics with 
new sources is essential. 
 Students do not show interest in economics or science. But interpreting and 
communication studies courses cannot fully cover these areas. The university 
itself needs to strengthen the education of these subjects. 
 I could spend an entire 90-minute class just on News of the Week. Time is 
too constrained. 
 Asahi Shimbun, a major general newspaper in Japan, is conducting a 
campaign for Newspapers in Education to encourage newspapers for children. I 
would like to work with them to promote newspaper reading among university 
students. 

 
9. Conclusion 

With this method, you can catch three birds with one stone: 1) picking up useful 
expressions for both speaking and writing in Japanese and English, 2) acquiring 
basic knowledge in every field and expanding views on international affairs, thereby 
improving interpreting skills, and 3) using their files as reference materials for their 
dissertations. 

Let me also point out another benefit. This technique can be applied to any other 
language, and is useful not just for interpreting training, but for expanding 
knowledge and widening world views. So, I would like to highly recommend this 
method to other language learners and instructors. 

In support of this method, I would also like to mention Daniel Gile’s theory and 
his support from one of Japan's prominent interpreters, Tatsuya Koyamatsu. 
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Gile’s theory: 
Comprehension = 

 KL (Knowledge of the Language) + 
ELK (Extra-Linguistic Knowledge) + 
A (Analysis). 

 
Mr. Tatsuya Koyamatsu, a legendary simultaneous interpreter in Japan, 

emphasized the importance of ELK in his lecture at my university last year. I totally 
agree with him. 

In Japan, what we call TOEIC or The Test of English for International 
Communication, is considered a good measurement for one’s English proficiency, and 
often adopted by universities and companies. But a high TOEIC score does not 
necessarily guarantee good interpreting skills. That is only part of KL. 

However, people in Japan believe that a high proficiency of English automatically 
produces a good interpreter. Mr. Koyamatsu said this prevailing notion is wrong. 
Students are in the midst of acquiring all sorts of knowledge, as well as skills in 
English, so he wants to call attention to the importance of ELK as well as Japanese 
language skills. Mr. Koyamatsu’s points are based on Daniel Gile’s theory as well as 
referring to the effectiveness of a method such as News of the Week. 

Before closing, let me make one last comment, one about the relation between an 
interpreter’s knowledge and intelligence and their neutrality. While interpreting, 
interpreters must put their own opinions and convictions aside to stay neutral and 
to accurately convey what is being said. They cannot be activists or representatives 
of any particular ideology, mediators, or negotiators of conflict. Whether their work 
assignments are about business, trade, and conflict negotiations, which are deeply 
involved with national interests, or not, the principle code of conduct cannot be 
changed. Because of this, it is often said that interpreters should be machine-like 
converters from one language to another. In reality, however, interpreters are only 
human, and their personal "interpretation" is inevitable, as the word "interpreter" 
itself implies. Interpreters therefore must be aware of how they might be influencing 
a discussion. To stay a neutral and fair mediator between different languages, 
interpreters need to maintain comprehensive understandings of the topics and a 
broad, general intelligence. 

Thank you. 
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Addition 

Two participants with the 
author in the middle. One 
professor took interest in the 
method of “News of the Week” 
asking for further documents, 
and the other professor 
informed me later that he 
adopted this method for his 
class. Needless to say, I was 
delighted to hear this. 
 
 
 
 
 
 
Note 1:  The numbering of chapters refers to the number of power point slides.  
However, this script does not demonstrate all the screens, except for the students’ 
notebooks. 
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平成 29 年度通訳翻訳研究所活動報告

  

No. 活動内容 開催日 開催場所 参加者数 

1 
外部有識者視察 
（岐阜薬科大学長及び中部経済連合会専務理事）  

05月 09日(火) 通訳翻訳研究所  

2 法人評価委員会視察 05月 12日(金) 通訳翻訳研究所  

3 愛知県県民生活部県民総務課視察 05月 26日(金) 通訳翻訳研究所  

4 
「通訳翻訳研究所」シリーズ・ワークショップ 
〈通訳〉に直結する世界情勢の知識と表現（第二回）  
“新聞を深く読む ―効果的方略法” 

06月 28日(水) 
学術文化交流センター  

2F 小ホール 
44名 

5 愛知県宮本副知事視察 10月 18日(水) 通訳翻訳研究所  

6 
「通訳翻訳研究所」シリーズ・ワークショップ 
〈通訳〉に直結する世界情勢の知識と表現（第三回）  
“新聞を深く読む ―英字新聞攻略法” 

12月 13日(水) 
学術文化交流センター  

2F 小ホール 
20名 

7 
通訳翻訳研究所定例講演会第二回 
機械翻訳の仕組みと使い方 
―NICT における実用化例と取り組みの紹介を中心に―  

12月 20日(水) 
学術文化交流センター  

2F 小ホール 
88名 

8 
通訳翻訳研究所定例講演会第三回 
医療機関における多言語音声翻訳機の実用化 

01月 17日(水) 
学術文化交流センター  

2F 小ホール 
35名 
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1. 公開講演会の開催

通訳翻訳研究所定例講演会第二回

機械翻訳の仕組みと使い方 
―NICT における実用化例と取り組みの紹介を中心に― 

日時： 平成 29年 12月 20日（水）12:15～14:15 

場所： 学術文化交流センター2F 小ホール 

講師： 藤田 篤（情報通信研究機構 先進的音声翻訳研究開発推進センター 
               先進的翻訳技術研究室 主任研究員） 

司会： 大森 裕實（研究所長） 

参加者数： 88 名 
 
概要： 機械翻訳の歴史は 年代後期の露英翻訳に遡ることができるが、当時はロシ

アが米国に先行しており、この黎明期はスプートニック危機と呼ばれる。やがて、欧

米の機械翻訳技術開発は日進月歩を遂げ、 年代に入ると、大規模集積対訳デ

ータベースの整備とコンピュータの処理能力の向上により、最適の翻訳文（語句配

列）を産出する 方式（統計機械翻訳）が開発され、飛躍的に精度が向上して、

実用に堪えられるものに進化した。現在では （人工知能）の発達により、 方式

（ニューロン機械翻訳）が脚光を浴び、システム自体がエラーを修正する学習機能を

備えるようになった結果、機械翻訳に明るい将来像を描くことが可能である。人間が

関与する部分は、機械翻訳しやすい文構造に整形する前編集や後編集に限定され

るかもしれない―その意味では なども不要になるかもしれない。自動翻訳

ソフトとして＠ Ⓡを開発し、続いて、多言語音声翻訳アプリとして Ⓡを

開発し、いずれも無料で広く提供している。
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1. 公開講演会の開催

通訳翻訳研究所定例講演会第二回

機械翻訳の仕組みと使い方 
―NICT における実用化例と取り組みの紹介を中心に― 

日時： 平成 29年 12月 20日（水）12:15～14:15 

場所： 学術文化交流センター2F 小ホール 

講師： 藤田 篤（情報通信研究機構 先進的音声翻訳研究開発推進センター 
               先進的翻訳技術研究室 主任研究員） 

司会： 大森 裕實（研究所長） 

参加者数： 88 名 
 
概要： 機械翻訳の歴史は 年代後期の露英翻訳に遡ることができるが、当時はロシ

アが米国に先行しており、この黎明期はスプートニック危機と呼ばれる。やがて、欧

米の機械翻訳技術開発は日進月歩を遂げ、 年代に入ると、大規模集積対訳デ

ータベースの整備とコンピュータの処理能力の向上により、最適の翻訳文（語句配

列）を産出する 方式（統計機械翻訳）が開発され、飛躍的に精度が向上して、

実用に堪えられるものに進化した。現在では （人工知能）の発達により、 方式

（ニューロン機械翻訳）が脚光を浴び、システム自体がエラーを修正する学習機能を

備えるようになった結果、機械翻訳に明るい将来像を描くことが可能である。人間が

関与する部分は、機械翻訳しやすい文構造に整形する前編集や後編集に限定され

るかもしれない―その意味では なども不要になるかもしれない。自動翻訳

ソフトとして＠ Ⓡを開発し、続いて、多言語音声翻訳アプリとして Ⓡを

開発し、いずれも無料で広く提供している。

通訳翻訳研究所定例講演会第三回

医療機関における多言語音声翻訳機の実用化 

日時： 平成 30年 1月 17日（水）12：30～14：30 

場所： 学術文化交流センター2F 小ホール 

講師： 長瀬 友樹（㈱富士通研究所 人工知能研究所 
ナレッジ活用 PJ 主管研究員） 

司会： 大森 裕實（研究所長） 

参加者数： 35名 

概要： 最近では医療機関（病院）を訪れる外国人患者の数は急増し、多様性も増して

いる実態が顕著に認められるが、そうした人々の相談や要求に十分対応できる医

療従事者は多くはない。その場合、医療通訳士の配置及び活用が望まれることは

言うまでもない。しかし、多様な言語対応の問題や勤務時間等の問題があり、それ

らの解決のためには、人間の技能に頼らず、音声翻訳技術の応用及び実用化が

焦眉の急となっている。医療現場では、片手で音声翻訳端末を操作することは難

しいため、ハンズフリーで駆動するタブレット型端末やポケット型端末を開発し――

医療従事者の日本語音声方向と患者の英語音声方向により 技術でそれを識別

し、自動音声翻訳を可能にした――東京大学附属病院を中核に臨床試験（実際

の医療従事者と患者への適用；主に総合案内と採血現場）を行なった結果、良好

な結果が得られた。もちろん、課題も少なくはない――例えば、英語やスペイン語

であっても、多様な変種が存在するため、非標準変種に対して翻訳エンジンの開

発が不十分な現状がある、また、医療過誤を惹起する可能性のある複雑で専門性

の高い会話には対応できない。その意味において、 技術はあくまでも人間が行

なう音声翻訳の補助に過ぎないことに十分に留意して、それを過信しない視点を

持つことも重要である。
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2. ワークショップの開催

 
平成 （ ）年度から外国語学部英米学科に新設された

コースは、専攻言語を英語とする国際関係学科にも開放された「高度な英語技

能修得」を目標とする選抜コースであり、第三期生 名（ 年生）を加えて、第二期生 名（ 年生）

及び第一期生 名（ 年生）と併せて、実質的かつ本格的コースワークの完成年度を迎えた。そこ

で、当該 コースの中核を成す「同時通訳」（コース特化科目として Ⅰ・Ⅱを設置）に

関連して、正規授業内容を補完し、新たな視点から、履修学生の意識の向上と技能及び知識の活

性化を図る「ワークショップ」を 回企画した。いずれも、昨年度からのシリーズ企画であり、 コー

スを支援する通訳翻訳研究所との共催の形で実現した。今回も、袖川裕美准教授（ ワールド

ニュースの現役放送通訳者）の人脈と尽力に負うところが大きい。スケジュールの厳しい本企画に

積極的に参加してくれた学生諸君に対しても改めて謝意を表したい。本ワークショップの実施内容

について、以下に簡略に記す。

この趣のワークショップでは、通訳者がその力を本領発揮するためには、一般的英語コミュニケ

ーション能力の習得だけでは不十分であり、通訳が必要とされるコンテクストで欠くことのできない

時事問題に関する知識の増強がどれほど重要であるかを痛感させられるもの――履修学生の意

識改革につながるものとなった。これらの課程外教育が、正規授業との相乗効果を惹起して、

コース履修学生のなかに「心・技・体」の三位一体感が醸成されることを期待したい。

★社会的貢献（ボランティア通訳）

松本拓人君（英米学科 年生 満点の実力派）が愛知県新城市主催「ユースアライ

アンス会議」（ という名称の都市をもつ世界 ヶ国［スイス、ドイツなど］から約 名が参

加； ）に企画・運営・通訳スタッフとして参加したことも、本学 コースの社会的貢献

の好例として特記しておきたい。

（研究所長記）

Ⅰ．〈通訳〉に直結する世界情勢の知識と表現（第二回）

“新聞を深く読む――効果的方略法”

ⅰ）日程――平成 （ ）年 月 日（水） ～

ⅱ）場所――本学「学術文化交流センター」小ホール

ⅲ）参加者―学生 名、教職員 名

ⅳ）講師――杉本 宏氏（朝日新聞元米国 支局長）

岡野洋平氏（朝日新聞教育企画部）

ⅴ）内容――①新聞の作り方から知る新聞情報の特徴

と扱い方；②新聞記者（書き手）の視点からみた報

道の特徴；③質疑応答

 
Ⅱ．〈通訳〉に直結する世界情勢の知識と表現（第三回）

“新聞を深く読む――英字新聞攻略法”

ⅰ）日程――平成 （ ）年 月 日（水） ～

ⅱ）場所――本学「学術文化交流センター」小ホール

ⅲ）参加者―学生 名、教職員 名

ⅳ）講師――杉本 宏氏（朝日新聞教育企画部）

ⅴ）内容――①英字新聞の種類と特徴；②新聞記者

（書き手）の視点からの英字新聞読み方の極意；③

質疑応答
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コース履修学生のなかに「心・技・体」の三位一体感が醸成されることを期待したい。

★社会的貢献（ボランティア通訳）

松本拓人君（英米学科 年生 満点の実力派）が愛知県新城市主催「ユースアライ

アンス会議」（ という名称の都市をもつ世界 ヶ国［スイス、ドイツなど］から約 名が参

加； ）に企画・運営・通訳スタッフとして参加したことも、本学 コースの社会的貢献

の好例として特記しておきたい。
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Ⅱ．〈通訳〉に直結する世界情勢の知識と表現（第三回）
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「通訳翻訳研究所」定例講演会第二回

機械翻訳の仕組みと使い方

―NICT における実用化例と取り組みの紹介を中心に―
 

愛知県立大学は平成 28年 4月に国公立大学においては稀有な「通訳翻訳研究所」を開設し，無事
二年目を迎えることができました。 本年度は定例講演会の一環として，情報通信研究機構からシニ

アフェローをお迎えして，最新の機械翻訳について，最先端の研究現場からのお話を伺えることとな

りました。指定対象学生の他にも定員（80 名）までは参加可能です。興味があれば，ぜひご参加くだ

さい。 平成 29年 11月 20日 研究所長 大森裕實 ／ 外国語学部長 吉池孝一
【講演要旨】 
訪日外国人や日本在住の外国人の増加に伴い，母語の異なる話者どうしがコミュニケーションを取る

機会も増えている．我々は，日常生活の様々なシーンにおいて「言葉の壁」を感じず円滑なコミュニケ

ーションが取れるようになることを目指して，多言語音声翻訳に関する各種技術の研究開発，および

社会実装に向けた実証実験を進めている．本講演では，まず，実施中のプロジェクトの全体像を紹介

し，多言語音声翻訳と機械翻訳 の仕組みについて解説する． システムの性能が急速に向上

した背景には， 年代以降に大規模に集積されるようになった対訳データとコンピュータの処理能

力の向上があるが， システム単体では「どんな入力に対しても正しい訳を出力する」ということは保

証しえない．問題となる事例を示した後，本講演の後半では， システムを活用するための手法・技

術の例として， 結果の後編集とその自動化， 結果の品質推定技術， 前編集の可能性につ

いて紹介する．

 
日時 平成 29 年 12 月 20 日（水）12：15～14：15 

(講義 70 分＋Q&A’s / Free Talk 20 分)  

 

会場 愛知県立大学 学術文化交流センター（2F 小ホール） 

内容 ［講演会］“機械翻訳の仕組みと使い方 
 ―NICT における実用化例と取り組みの紹介を中心に” 

講師 藤田 篤  (情報通信研究機構 先進的音声翻訳研究開発推進センター 
 先進的翻訳技術研究室 主任研究員) 

 
司会 大森 裕實 (研究所長／本学教授) 

対象 外国語学部 EIC コース履修生／外国語学部通訳技法・翻訳技法履修生／ 
大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コース履修生 

※その他ご興味のある方はご自由にご参加ください 

参加申込 参加費無料, 事前予約不要 (定員 80 名) 
※プログラム詳細については、愛知県立大学 HP ポータルサイト

http://www.aichi-pu.ac.jp から本研究所ウェブでご確認ください 

 
主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所  

 
お問合せは E-mail で通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 

TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］加藤） 
FAX : 0561-64-1107（文系教員センター共用） 
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愛知県立大学

通訳翻訳研究所

 

通訳翻訳研究所

定例講演会第二回

 平成 年 月 日 水 ～日時

会場 愛知県立大学 長久手キャンパス

学術文化交流センター 階 小ホール
内容

講演
機械翻訳の仕組みと使い方
ーNICT における実用化例と取組みの紹介を中心にー

藤田 篤

主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所

問合せ先 通訳翻訳研究所

参加
申込

参加費無料，事前予約不要
※プログラム詳細については，愛知県立大学 ポータルサイト

から本研究所ウェブでご確認ください

国立研究開発法人 情報通信研究機構
先進的音声翻訳研究開発推進センター
先進的翻訳技術研究室 主任研究員 
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「通訳翻訳研究所」定例講演会第三回

医療機関における多言語音声翻訳機の実用化
 
愛知県立大学は平成 28年 4月に国公立大学においては稀有な「通訳翻訳研究所」を開設し，無事
二年目を迎えることができました。 本年度は定例講演会の第二弾として，富士通研究所人工知能研

究所から講師をお迎えし，最近注目を集める“医療機関における多言語音声翻訳機の実効性”につ

いてお話を伺えることとなりました。指定対象学生の他にも定員（80名）までは参加可能です。興味が
あれば，ぜひご参加ください。

平成 29年 12月 16日 研究所長 大森裕實 ／ 外国語学部長 吉池孝一
【講演要旨】 
近年様々な理由から病院を訪れる外国人患者が増加している。日本語が不得意な患者から正しい

情報が入手困難な場合、診療・治療に悪影響を及ぼすことが指摘されている。この問題の解決には

医療通訳士の配置・利用が望ましいが、一方、少数言語対応・時間外診療・利用頻度等の理由によ

り、音声翻訳技術による解決も期待されている。今回、医療用多言語音声翻訳機の臨床試験（実医

療者と実患者への適用）について、翻訳エンジンと音声翻訳端末の開発状況、利用者の反応、解決

すべき課題と今後の展望について説明する。

 
日時 平成 30 年 1 月 17 日（水）12：30～14：30 

（講義 70 分＋Q&A’s / Free Talk 20 分） 

 

会場 愛知県立大学 学術文化交流センター（2F 小ホール） 

内容 ［講演会］“医療機関における多言語音声翻訳機の実用化－臨床試験に基づいて”

講師 長瀬 友樹  （㈱富士通研究所 人工知能研究所  
ナレッジ活用 PJ  主管研究員） 

 
司会 大森 裕實（研究所長／本学教授） 

対象 外国語学部 EIC コース履修生／外国語学部通訳技法・翻訳技法履修生／ 
大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コース履修生 

※その他ご興味のある方はご自由にご参加ください 

参 加

申

込

参加費無料, 事前予約不要（定員 80 名） 
※プログラム詳細については、愛知県立大学 HP ポータルサイト

http://www.aichi-pu.ac.jp から本研究所ウェブでご確認ください 

 
主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所  

 
お問合せは E-mail で通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 

TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］加藤） 
FAX : 0561-64-1107（文系教員センター共用） 
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愛知県立大学

通訳翻訳研究所

 

通訳翻訳研究所

定例講演会第三回

 平成 年 月 日 水 ～日時

会場 愛知県立大学 長久手キャンパス

学術文化交流センター 階 小ホール
内容

講演
医療機関における多言語音声翻訳機の実用化

――臨床実験に基づいて

長瀬 友樹

主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所

問合せ先 通訳翻訳研究所

参加
申込

参加費無料，事前予約不要
※プログラム詳細については，愛知県立大学 ポータルサイト

から本研究所ウェブでご確認ください

㈱富士通研究所 人工知能研究所
ナレッジ活用ＰＪ 主管研究員
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「通訳翻訳研究所」

シリーズ・ワークショップ
〈通訳〉に直結する世界情勢の知識と表現（第二回）

“新聞を深く読む―効果的方略法”
 

冠省 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。愛知県立大学は平成 28年 4月に国公立
大学においては稀有な「通訳翻訳研究所」を開設し，無事二年目を迎えることができました。本研

究所の目的は，多言語にわたる通訳翻訳の理論的基盤研究と実践的応用研究を統合し，その成

果を学内及び愛知県下の行政及び企業・団体等に還元することにあります。本目的達成のため

に，外国語学部（英米学科と国際関係学科をブリッジする EIC [English for Intercultural 
Communication] コース，中国学科の翻訳・通訳コース）・大学院国際文化研究科（国際文化専
攻の英語高度専門職業人コース ACDEP）・通訳翻訳研究所（IIT）において，通訳翻訳の教育と
研究を一貫して行うことにより，通訳翻訳の研究・教育の充実と良質の通訳者・翻訳者の養成を図

ります。そのための重要な事業の一環として，実務経験豊かな講師による講演会や研究会を定期

的に開催してまいります。 
本年度はシリーズ・ワークショップの一環として，朝日新聞社から専門性の高い講師をお迎えし

て「新聞を深く読む―効果的方略法」を開催する運びとなりました。指定対象学生の他にも定員

（50名）までは参加可能です。興味があれば，ぜひご参加ください。  平成 29年 6月 15日 
研究所長 大森裕實／外国語学部長 吉池孝一 

 
 
日時   平成 29 年 6 月 28 日（水）12:15～14:15 

                           （講義 90 分＋Q&A’s / Free Talk 30 分） 
会場   愛知県立大学 学術文化交流センター（2F 小ホール） 

 
内容   [ワークショップ] “新聞を深く読む―効果的方略法” 

杉本 宏（㈱朝日新聞社教育企画部現教育コーディネーター／米国 LA 支局長， 
英字新聞 Asahi Evening News 編集デスク等を歴任） 

袖川裕美（本学准教授／Coordinator） 
 
 対象 外国語学部EICコース履修生／外国語学部通訳技法履修生／大学院国際文化

研究科英語高度専門職業人コース履修生／その他 

参加申込 参加費無料，事前予約必要（定員 80 名） 
※プログラム詳細については，ポスターまたは愛知県立大学 HP ポータルサイト 

http://www.aichi-pu.ac.jp から本研究所ウェブでご確認ください。 

主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所

問合せ及び予約は通訳翻訳研究所（IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp）まで
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「通訳翻訳研究所」

シリーズ・ワークショップ
〈通訳〉に直結する世界情勢の知識と表現 第三回

新聞を深く読む―英字新聞攻略法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日時 平成 29 年 12 月 13 日（水）12：30～14：30 

(講義 90 分＋Q&A’s / Free Talk 30 分) 

会場 愛知県立大学 学術文化交流センター（2F 小ホール） 

内容 [ワークショップ] “新聞を深く読む―英字新聞攻略法” 

講師 杉本 宏 (㈱朝日新聞社教育企画部現教育コーディネーター／米国 LA 支局長, 
           英字新聞 Asahi Evening News 編集デスク等を歴任) 

司会 袖川裕美 (本学准教授／放送・会議通訳) 

対象 外国語学部 EIC コース履修生／外国語学部通訳技法履修生／ 
大学院国際文化研究科英語高度専門職業人コース履修生 

※その他ご興味のある方はご自由にお越しください。 

参加申込 参加費無料, 事前予約不要 (定員 80 名) 
※プログラム詳細については、愛知県立大学 HP ポータルサイト

http://www.aichi-pu.ac.jp から本研究所ウェブでご確認ください。 
 

 
主催 愛知県立大学 通訳翻訳研究所

 
お問合せは E-mail で通訳翻訳研究所 (IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp) まで 

TEL : 0561-76-8824（学務課［研究所担当］加藤） 
FAX : 0561-64-1107（文系教員センター共用） 

 

冠省 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。愛知県立大学は平成28年4月に国公
立大学においては稀有な「通訳翻訳研究所」を開設し，無事二年目を迎えることができまし

た。本研究所の目的は，多言語にわたる通訳翻訳の理論的基盤研究と実践的応用研究を統

合し，その成果を学内及び愛知県下の行政及び企業・団体等に還元することにあります。本

目的達成のために，外国語学部（英米学科と国際関係学科をブリッジするEIC [English for 
Intercultural Communication] コース，中国学科の翻訳・通訳コース）・大学院国際文化
研究科（国際文化専攻の英語高度専門職業人コースACDEP）・通訳翻訳研究所（IIT）にお
いて，通訳翻訳の教育と研究を一貫して行うことにより，通訳翻訳の研究・教育の充実と良質

の通訳者・翻訳者の養成を図ります。そのための重要な事業の一環として，実務経験豊かな

講師による講演会や研究会を定期的に開催してまいります。

本年度はシリーズ・ワークショップの一環として，朝日新聞社から専門性の高い講師をお迎

えして「新聞を深く読む―英字新聞攻略法」を開催する運びとなりました。指定対象学生の他

にも定員（80名）までは参加可能です。興味があれば，ぜひご参加ください。

平成 29年 11月 7日 研究所長 大森裕實 ／ 外国語学部長 吉池孝一
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カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社

通訳研究 Rowthorn, Chris・伊集院　幸子 2010 プロが教える現場の英語通訳ガイドスキル 三修社

翻訳研究 斎藤　兆史 2007 翻訳の作法　2冊 東京大学出版会
Luce, Edmund 2016 Helps to Latin Translation at Sight Hardpress Publishing 
Wales, Katie 1989 A Dictionary of Stylistics LONGMAN
Simpson, Paul 2014 Stylistics: A Resource Book for Students Routledge
稲垣　直樹 2016 翻訳技法実践論『星の王子さま』をどう訳したか 平凡社
Hughes, Geoffrey 2010 Political Correctness WILEY-BLACKWELL
斎藤　兆史 2016 Style and Creativity Towards a Theory of Creative Stylistics ひつじ書房
田辺　希久子・光藤　京子 2008 英日日英　プロが教える基礎からの翻訳スキル 三修社

関連図書
(聖書及び註
解)

田川　建三（著・訳） 2008 新約聖書　訳と註　第一巻
マルコ福音書／マタイ福音書

作品社

田川　建三（著・訳） 2011 新約聖書　訳と註　第二巻 上　ルカ福音書 作品社
田川　建三（著・訳） 2011 新約聖書　訳と註　第二巻 下　使徒行伝 作品社
田川　建三（著・訳） 2007 新約聖書　訳と註　第三巻　パウロ書簡　その一 作品社

田川　建三（著・訳） 2009 新約聖書　訳と註　第四巻
パウロ書簡　その二／擬似パウロ書簡

作品社

田川　建三（著・訳） 2013 新約聖書　訳と註　第五巻　ヨハネ福音書 作品社
田川　建三（著・訳） 2015 新約聖書　訳と註　第六巻　公同書簡／ヘブライ書 作品社
田川　建三（著・訳） 2017 新約聖書　訳と註　第七巻　ヨハネの黙示録 作品社
寺澤　芳雄（監修） 1982 限定覆刻　欽定英訳聖書 南雲堂

関連図書 Vogt, Lisa 2017 もう困らない！どんなときも！「英語で案内」ができる本 大和書房

Hitchings, Henry 2005 Defining the World:
 The Extraordinary Story of Dr. Johnson's Dictionary Farrar, Straus and Giroux

エディテージ（著），熊沢　美穂子（訳） 2016 英文校正会社が教える英語論文のミス100 The Japan Times
エディテージ（著），熊沢　美穂子（訳） 2017 英文校正会社が教える英語論文のミス〈分野別強化編〉 The Japan Times
安原　和也 2011 英語論文基礎表現717 三修社
安原　和也 2012 英語論文重要語彙717 三修社
尾形　勇  他（著） 2017 英語で読む高校世界史 講談社
長尾　和夫・Boerger, Andy 2017 英語で読む力。：54のサンプル・リーディングで鍛える！ 三修社

濱田　伊織 2009 洗練された会話のための英語表現集～ネイティブとのコミュニケーションを円滑にする1050例文
ベレ出版

國弘　正雄（編），千田　潤一（トレーニング指導） 2000 英会話・ぜったい・音読：頭の中に英語回路を作る本 講談社インターナショナル
國弘　正雄 (編)，千田　潤一 (トレーニング指
導)， 2001 英会話・ぜったい・音読〈入門編〉　英語の基礎回路を作る本〔複合媒体資料〕 講談社インターナショナル

Doyle, Arthur Conan（著），井上　久美 （訳・英語解説） 2012 英語で読むシャーロック・ホームズ　シャーロキアンが愛した5篇 IBCパブリッシング

Christian, Tom （著），神崎　正哉（英語解説），他 � 2012 英語で読むスティーブジョブズ IBCパブリッシング

菊池　繁夫 ・上利　政彦 （共編） 2016 英語文学テクストの語学的研究法 九州大学出版会
斎藤　兆史 2000 英語の作法 東京大学出版会
佐藤　ヒロシ 2017 ラッセルと20世紀の名文に学ぶ英文味読の真相39 プレイス
佐藤　ヒロシ 2011 東大英語が教えてくれる英文正読の真相55 プレイス
Swales, John・Feak, Christine B. （著)，
御手洗　靖 （訳） 1998 効果的な英語論文を書く―その内容と表現 大修館書店

Hitchings, Henry（著），田中　京子（訳） 2014 英語化する世界、世界化する英語 みすず書房
映画英語アカデミー学会（監修） 2017 先生が薦める英語学習のための特選映画100選「大学生編」 フォーイン スクリーンプレイ事業部

Moffat, Steven & Gatiss, Mark 2017 バイリンガル版　SHERLOCK 大いなるゲーム KADOKAWA
Brothers Grimm（著），
出水田　隆文（英語解説），宇野　葉子

2015 [IBC対訳ライブラリー]英語で読むグリム名作選 IBCパブリッシング

臼井　俊雄 2014 CD BOOK 教養としての理系の英語 ベレ出版
臼井　俊雄 2013 英米人のものの見方を理解するための教養の英語 ベレ出版
真野　泰 2010 英語のしくみと訳しかた 研究社 註

新村　恭 2017 広辞苑はなぜ生まれたか―新村出の生きた軌跡 世界思想社
酒井　志延・朝尾　幸次郎・小林　めぐみ（共編） 2017 社会人のための英語の世界ハンドブック 大修館書店
Davis, Norman（編） 1979 A Chaucer Glossary Oxford University Press

Morton, Robert・Ruxton, Ian C.（編・解説） 2013
アーネスト・サトウ著作集別巻　翻刻・注釈版
アーネスト・サトウ日記　幕末維新期編 Eureka Press

Ruxton, Ian C.（編著） 2015
アーネスト・サトウ著作集別巻　翻刻・注釈版
アーネスト・サトウ日記　明治前期編 Eureka Press

Ruxton, Ian C.（編著） 2016
アーネスト・サトウ著作集別巻　翻刻・注釈版
アーネスト・サトウ日記　1900-1903/1904-1906 Eureka Press

3. 平成29年度通訳翻訳研究所購入所蔵図書一覧（2017）カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社

通訳研究 Rowthorn, Chris・伊集院　幸子 2010 プロが教える現場の英語通訳ガイドスキル 三修社

翻訳研究 斎藤　兆史 2007 翻訳の作法　2冊 東京大学出版会
Luce, Edmund 2016 Helps to Latin Translation at Sight Hardpress Publishing 
Wales, Katie 1989 A Dictionary of Stylistics LONGMAN
Simpson, Paul 2014 Stylistics: A Resource Book for Students Routledge
稲垣　直樹 2016 翻訳技法実践論『星の王子さま』をどう訳したか 平凡社
Hughes, Geoffrey 2010 Political Correctness WILEY-BLACKWELL
斎藤　兆史 2016 Style and Creativity Towards a Theory of Creative Stylistics ひつじ書房
田辺　希久子・光藤　京子 2008 英日日英　プロが教える基礎からの翻訳スキル 三修社

関連図書
(聖書及び註

解)
田川　建三（著・訳） 2008 新約聖書　訳と註　第一巻

マルコ福音書／マタイ福音書
作品社

田川　建三（著・訳） 2011 新約聖書　訳と註　第二巻 上　ルカ福音書 作品社
田川　建三（著・訳） 2011 新約聖書　訳と註　第二巻 下　使徒行伝 作品社
田川　建三（著・訳） 2007 新約聖書　訳と註　第三巻　パウロ書簡　その一 作品社

田川　建三（著・訳） 2009 新約聖書　訳と註　第四巻
パウロ書簡　その二／擬似パウロ書簡

作品社

田川　建三（著・訳） 2013 新約聖書　訳と註　第五巻　ヨハネ福音書 作品社
田川　建三（著・訳） 2015 新約聖書　訳と註　第六巻　公同書簡／ヘブライ書 作品社
田川　建三（著・訳） 2017 新約聖書　訳と註　第七巻　ヨハネの黙示録 作品社
寺澤　芳雄（監修） 1982 限定覆刻　欽定英訳聖書 南雲堂

関連図書 Vogt, Lisa 2017 もう困らない！どんなときも！「英語で案内」ができる本 大和書房

Hitchings, Henry 2005 Defining the World:
 The Extraordinary Story of Dr. Johnson's Dictionary Farrar, Straus and Giroux

エディテージ（著），熊沢　美穂子（訳） 2016 英文校正会社が教える英語論文のミス100 The Japan Times
エディテージ（著），熊沢　美穂子（訳） 2017 英文校正会社が教える英語論文のミス〈分野別強化編〉 The Japan Times
安原　和也 2011 英語論文基礎表現717 三修社
安原　和也 2012 英語論文重要語彙717 三修社
尾形　勇  他（著） 2017 英語で読む高校世界史 講談社
長尾　和夫・Boerger, Andy 2017 英語で読む力。：54のサンプル・リーディングで鍛える！ 三修社

濱田　伊織 2009 洗練された会話のための英語表現集
～ネイティブとのコミュニケーションを円滑にする1050例文

ベレ出版

國弘　正雄（編），千田　潤一（トレーニング指導） 2000 英会話・ぜったい・音読：頭の中に英語回路を作る本 講談社インターナショナル
國弘　正雄 (編)，千田　潤一 (トレーニング指
導)， 2001 英会話・ぜったい・音読〈入門編〉　英語の基礎回路を作る本〔複合媒体資料〕 講談社インターナショナル

Doyle, Arthur Conan（著），井上　久美 （訳・英語解説） 2012 英語で読むシャーロック・ホームズ　シャーロキアンが愛した5篇 IBCパブリッシング

Christian, Tom （著），神崎　正哉（英語解説），他 
 2012 英語で読むスティーブジョブズ IBCパブリッシング

菊池　繁夫 ・上利　政彦 （共編） 2016 英語文学テクストの語学的研究法 九州大学出版会
斎藤　兆史 2000 英語の作法 東京大学出版会
佐藤　ヒロシ 2017 ラッセルと20世紀の名文に学ぶ英文味読の真相39 プレイス
佐藤　ヒロシ 2011 東大英語が教えてくれる英文正読の真相55 プレイス
Swales, John・Feak, Christine B. （著)，
御手洗　靖 （訳） 1998 効果的な英語論文を書く―その内容と表現 大修館書店

Hitchings, Henry（著），田中　京子（訳） 2014 英語化する世界、世界化する英語 みすず書房
映画英語アカデミー学会（監修） 2017 先生が薦める英語学習のための特選映画100選「大学生編」 フォーイン スクリーンプレイ事業部

Moffat, Steven & Gatiss, Mark 2017 バイリンガル版　SHERLOCK 大いなるゲーム KADOKAWA
Brothers Grimm（著），
出水田　隆文（英語解説），宇野　葉子

2015 [IBC対訳ライブラリー]英語で読むグリム名作選 IBCパブリッシング

臼井　俊雄 2014 CD BOOK 教養としての理系の英語 ベレ出版
臼井　俊雄 2013 英米人のものの見方を理解するための教養の英語 ベレ出版
真野　泰 2010 英語のしくみと訳しかた 研究社 註

新村　恭 2017 広辞苑はなぜ生まれたか―新村出の生きた軌跡 世界思想社
酒井　志延・朝尾　幸次郎・小林　めぐみ（共編） 2017 社会人のための英語の世界ハンドブック 大修館書店
Davis, Norman（編） 1979 A Chaucer Glossary Oxford University Press

Morton, Robert・Ruxton, Ian C.（編・解説） 2013 アーネスト・サトウ著作集別巻　翻刻・注釈版
アーネスト・サトウ日記　幕末維新期編

Eureka Press

Ruxton, Ian C.（編著） 2015 アーネスト・サトウ著作集別巻　翻刻・注釈版
アーネスト・サトウ日記　明治前期編

Eureka Press

Ruxton, Ian C.（編著） 2016 アーネスト・サトウ著作集別巻　翻刻・注釈版
アーネスト・サトウ日記　1900-1903/1904-

Eureka Press

3. 平成29年度通訳翻訳研究所購入所蔵図書一覧（2017）
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■通訳翻訳研究所所蔵

◆研究所図書 (冊)

通訳研究 1

翻訳研究 9
関連図書
(内、聖書及び註
解）

41
(9)

辞書 11

雑誌 3

計 65

(冊)

英文法書・言語学書 7

計 7

※平成30年3月現在

平成29年度　通訳翻訳研究所購入所蔵図書

◆院生研究支援（翻訳理論・実践研究会）

カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社

Ruxton, Ian C.（編著） 2015
アーネスト・サトウ著作集別巻　翻刻・注釈版
アーネスト・サトウ日記　1906-1911 Eureka Press

辞書 クデイラアンド・アソシエイト（編） 2017 最新ビジネス英文Eメール辞典 朝日出版社

竹林　滋（編） 2002 新英和大辞典　第6版　並装 研究社
渡邉　敏郎・
Skrzypczak, E.R.・Snowden, Paul（編著） 2003 新和英大辞典　第5版　並装 研究社

市川　繁治郎（編） 1995 新編　英和活用大辞典 研究社

高橋　作太郎（編） 2012 リーダーズ英和辞典　第3版 研究社
新村　出（編） 2018 広辞苑　第七版 岩波書店
長井　氏晸（編） 1987 英語ニューハンドブック〈第4判〉 研究社
松尾　文子・廣瀬　浩三・西川　眞由美（編著） 2015 英語談話標識用法辞典 研究社
日本語文法学会 2014 日本語文法事典 大修館書店
Wales, Katie（著），豊田　昌倫 他（訳） 2000 英語文体論辞典 三省堂
Kim, Young Yun（編） 2018 The International Encyclopedia of Intercultural Communication 3vols WILEY-BLACKWELL

雑誌 2017 翻訳事典2018年度版 アルク
2017 通訳者・翻訳者になる本　2018 イカロス出版
2018 通訳者・翻訳者になる本　2019 イカロス出版
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『ことばの世界』

（通訳翻訳研究所年報）

投 稿 規 程

 
1. 本誌は誌名を『ことばの世界』（愛知県立大学通訳翻訳研究所年報）とし、年1回発行する。ま 
た、本誌には国際標準逐次刊行物番号ISSN: 1884-006Xを附与する。 

2. 本誌は「通訳」「翻訳」に関わる学術研究及び実践報告等の成果を発表することにより、言語研 
究分野、文学文化研究分野、歴史社会研究分野において、その理論的基盤研究及び実践的 
応用研究の発展に寄与することを目的とする。 

3. 本誌に投稿できる者（有資格者）は次のいずれかに該当する者とする。 
(1) 研究員（筆頭著者が研究員の場合、非研究員を含む共同執筆原稿も投稿可） 
(2) 研究所主催の研究会・講演会等における発表者 
(3) 研究所部門長会議が特に認めた者 

4. 投稿原稿は未公刊の論文、実践報告、研究ノート、資料・翻訳（投稿者の研究成果の一部と 
認められ、かつ著作権等の問題に抵触しないもの）、書評、研究フォーラム、講演録、研究所事 
業報告とする。ただし、口頭発表した内容であっても、その旨が記載されていれば掲載対象とな 
る。 

5. 原稿の体裁（様式）については次のとおりとする。 
(1) 完成原稿をPDF及びMSワード文書ファイルで提出する。 
(2) A4縦、横書き、左綴じ。11ポイント。余白：上35mm、下左右30mm。行数：40行を原則とする。
ページ番号は打たない。日本語フォントはMS P明朝、英語フォントはCenturyが望ましい。 

(3) 最初のページに、1行目：左寄せ11ポイントで原稿種類（論文、実践報告等）、2行目：中央揃
え20ポイントでタイトル、3行目：11ポイントで空白、4行目：右寄せ11ポイントで所属と氏名、5 
行目：空白、6行目以降：本文。 

6. 原稿の分量は、要約、図表、注、文献目録等含み、30ページ以内とする。 
7. 原則として、日本語論文には外国語による要旨、外国語論文には日本語による要旨を添える 
こと。要旨の分量は1ページ以内とし、前項の分量以内に収めること。 

8. 投稿原稿掲載の可否は、本誌編集委員会を兼ねる研究所部門長会議で決定する。必要な場 
合には、執筆者に原稿の部分的変更を要請することがある。 

9. 本誌に投稿された論文等は、本誌公刊から1年後、本研究所HPに掲載される。 
 
附則 
本規程は 2016(平成 28)年 7月 20日から施行する。 
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