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翻訳・通訳部会員大活躍!!                     

会長 白木聖代 

東京 2020 大会オリンピック・パラリンピッ

クが２年後に迫りました。UIFA にもオリンピ

ック・パラリンピック関係、その他スポーツ大

会関係の通訳の依頼が増えてきています。そし

て、それぞれの機会で翻訳・通訳部会員が大活

躍しています。 

例えば、浦安で事前キャンプを行うことが決

定した車いすバスケットボールイギリス代表チ

ームと市内中学生とが交流を行い、部会員数名

が通訳として手伝いをしました。（2017 年８月） 

また、車いすバスケットボールオーストラリ

ア女子代表チームがキャンプ時に行った日本女

子代表チームとの試合の前のセレモニーや市内

小学生との交流時の通訳を複数の部会員が手伝

いました。（2018 年６月） 

８月にはアーチェリーオランダ男子代表がト

レーニングキャンプを行い、浦安市アーチェリ

ー協会のメンバーとの交流を行ったとき、全体

の会の司会の通訳や交流時の通訳をやはり部会

員何人かが務めました。（写真１） 

そして、オリンピック・パラリンピック関係

以外では、上野由岐子選手も参加した世界女子

ソフトボール世界選手権で英語の「ウグイス嬢」

「カラス男（？）」。メンバー表、守備位置、交

代などの英語のアナウンスを行いました。（写真

２） 

このように大変貴重な機会に当協会の部会員

が通訳・語学ボランティアを行うことができ、

感謝しています。今後ともこのような機会がま

すます増えてくると思います。その際にも精一

杯取り組んでいけるように能力向上にも励んで

いきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

写真１ 

 

やさしい日本語とやさしい英語 

総務部会 米田 喬 

やさしい日本語については何度か本紙でも解

説したことがあります。 

「やさしい日本語」とは、普通の日本語より簡単で、

外国人に分かりやすいように配慮した日本語です。

そのために①漢字にルビ（ふりがな）を振る②難しい

言葉は初級日本語程度のやさしい言葉に言い換え

る③一つの文を短くし簡単な構造にする④あいまい

な表現は使わない⑤分かち書きにする・・・というも

のです。 

外国人向けの言語としては多言語化が理想で

す。平成 23 年（2011 年）３月に制定された浦

安市国際化指針（改訂版）にも「１－１地域に

おける情報の多言語化」が規定されています。 

しかし、市内在住の 70 カ国を超える国籍の

外国人の言語に対応することは不可能です。 

初級日本語の読解力を持つ在住外国人の比率

は相当高い数字になることが推定されます。 

やさしい日本語はその多言語の一部を担うも

のであり、その利用価値は非常に高いものと言

えます。浦安市でも、平成 25 年（2013 年）10

月に「浦安市『やさしい日本語』作成要領」を

作りました。多くの人がその必要性を理解し、

特に行政文書に使われるようになって欲しいと

思います。 

一般的には、外国人対応に世界の共通語的な

英語を使うことが多く行われています。しかし、

英語を理解できない・理解力が低い在住外国人

が多いという現実があります。 

多民族国家であるアメリカには、英語を理解

できない・理解力が低い国民や在留外国人がた

くさんいます。1950 年代には、Plain English

（やさしい英語）の運動が始まり、70 年代にな

ると対応する法律や大統領令が出るようになり、

連邦職員が書く文書は簡潔な表現でなければな

らないという考え方は、アメリカでは当たり前

のことになりました。 

浦安にいる外国人を対象に書く英文は、ネイ

ティブが書いたような格調高い英語よりも、普

通の日本人が読んで分かるようなやさしい英語

であることが求められていると思います。 

寄 稿 

写真２ 
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事業予告 

外国語講座後期開講 担当：言語学習部会外国語学習グループ 

日時：10 月～2019 年３月 場所：国際センター 

９言語 21 講座を開催している。詳細は、UIFA ホームページによる。 

姉妹都市オーランドデー 担当：姉妹都市提携 30 周年実行委員会 

日時：10 月 14 日（日）14：00～16：00 場所：国際センター 

2019 年度に迎える姉妹都市提携 30 周年に備え、オーランド市と姉妹都市交流を紹介する。 

市民まつり参加 担当：総務部会 

日時：10 月 20 日（土）10：00～16：00 場所：新市庁舎前の浦安公園 

浦安での秋一番の大型イベントに UIFA も参加し、テントブース出展により、UIFA の PR を行う。

日本語グループスキルアップ講座（第２回） 担当：言語学習部会日本語学習支援グループ 

日時：10 月 21 日、28 日、11 月 11 日 各（日）10：30～12：30 場所：国際センター 

学習支援者の指導力向上を目的に行います。詳細は、UIFA ホームページでお知らせします。 

ミニセミナーNo.3「香港・中国河南省」 担当：総務部会 

日時：検討中（ 10 月 27 日（土）or11 月 10 日（土）or17 日（土）） 場所： UIFA 事務所 

明海大学留学生のプレゼンで、出身国についての紹介を行う。参加者との交流を図る。 

地域交流サロン No.1「世界の家庭料理・ネパール」 担当：総務部会 

日時：10 月 28 日（日）12：00～16：00 場所：国際センター 

明海大学留学生の企画で、ネパールの家庭料理を楽しみながら、外国人を含む参加者の交流を図る。 

外国語講座代表懇親会 担当：言語学習部会外国語学習グループ 

日時：11 月 10 日（土）18：30～20：00 場所：国際センター 

各講座の代表の横の関係強化や講座運営に関する情報交換を行い、交流・懇親を図る。 

UIFA／UFRA 共催日帰り研修「下町散歩 ―新橋から佃へ―」 担当：文化交流部会 

日時：11 月 11 日（日）10：00～15：00 場所：JR 新橋駅から地下鉄月島駅まで徒歩探索 

隅田川河口周辺地域の地理･歴史について認識を深めながら、外国人市民との交流を図る。 

オーランド市 Dr.フィリップス高校生ウエルカムパーティー 担当：姉妹都市交流部会 

日時：11 月 16 日（金）18：30～20：00 場所：文化会館３階大会議室 

姉妹都市オーランド市から来浦する Dr. フィリップス高校の生徒 30 名と先生方 5 名の歓迎会。 

Dr.フィリップス高校生ホームステイ 担当：ホームステイ部会 

日時：11 月 16 日（金）18：30～24 日（土）10：00 場所： 市内ホストファミリー宅 

姉妹都市オーランド市の高校生 30 名のホームステイを引き受ける。 

英語によるプレゼンテーション大会 担当：翻訳・通訳部会 

日時：11 月 18 日（日）14：00～16：00 場所：市役所１階市民ホール 

高校生、大学生個人 or グループによるパワーポイントや写真を使ったプレゼンテーション。 

明海大学留学生ホームビジット 担当：ホームステイ部会 

日時： 12 月 場所：市内ホストファミリー宅 

詳細は未定 

UIFA 新春交流会 担当：総務部会 

日時：１月５日（土）1：00～14：00 場所：オリエンタルホテル東京ベイ 

恒例のイベント、国際交流を深めるための地域団体の皆さんおよび会員間での交流を図る。 
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外国語講師懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：７月１日（日）13：00～15：00 

場所：国際センター 

例年の活動として、講師と講座代表者が一堂

に会し、昼食を取りながら、和やかな雰囲気の

中で、各講座の授業内容や進め方等をプレゼン

してもらい、参加者で共有する場として行って

いるものです。今回も最近話題の表現を英語で

はどう言うかなど、外国語、日本語を交えてコ

ミュニケーションが図られ、有意義な交流の場

となりました。 

（外国語学習グループ） 

日本語グループ入門講座（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：７月１、８、22 日各（日）９：00～12：30 

場所：国際センター 

講師：中井延美氏・明海大学ホスピタリティツ

ーリズム学部准教授 

今までの日本語教育の中で経験された、学習

者とのやり取りなど、たくさんのエピソードを

交えながら、日本語学習支援者としての基礎を

学ぶ実践的な講義となっていて、毎回とても好

評です。参加者は 18 名、このうち９名が日本

語学習支援者として登録されました。 

（日本語学習支援グループ） 

明海大学留学生特化交流事業「七夕の集

い」（写真１ページ） 

日時：７月７日（土）12：00～16：00 

場所：明海大学学生ホール 

参加者：留学生 14 名、浦安太鼓連 18 名、浦安

市婦人の会連合会 10 名、UIFA８名 

在留外国人が浴衣を着用しながら、七夕の伝

統的な行事や遊びを通じ、異文化について相互

理解を深めることを目的として行いました。 

七夕の話、日本の歌の紹介/合唱、短冊等笹飾

りの作製、盆踊りや和太鼓の体験、留学生の自

国の生活の紹介等を楽しみました。毎年協力し

ていただいている婦人の会、太鼓連それぞれの

会長による演技・演奏だけではなく、積極的に

明海大学の留学生達との対話や短冊作り、太鼓

の叩き方体験などでムード盛り上げに貢献いた

だきました。大学側も学長自ら親しく挨拶に来

場され、また今年は、ボランティア学生が３名

で UIFA スタッフのアシスタントを務めるなど、

一層の連帯感溢れる事業として充実を実感いた

しました。        （文化交流部会） 

イングリッシュカフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：７月８日（日）14：00～16：00 

場所：国際センター 

参加者：講師５名、一般参加 27 名 

年に２回実施し、今年で 10 年目を迎えまし

た。もっと開催して欲しい等、様々なリクエス

トも上がっています。2020 年に向けて、語学ボ

ランティアを希望する市民の方々も多くいるよ

うです。このプログラムが国際交流の一環とし

て、市民の皆様のご要望に沿う内容をご提供で

きるよう、これからも企画運営していきたいと

思います。       （翻訳・通訳部会） 

事業報告 
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「浦安納涼盆踊り大会」参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：８月 14 日（火）18：30～21：00 

場所：浦安小学校校庭 

参加者：明海大学生４名（留学生３名、日本人

１名）、UIFA 会員３名 

恒例の夏のイベント。 外国人を誘って参加

し、地域との交流を図ることを目的としました。 

全員浴衣を着て、２時間半踊りに浮かれまし

た。よい思い出となったことでしょう。 

着付けは、当日、現地で浦安市婦人の会連合

会の協力により行いました。 

（総務部会） 

ベトナム語講座で料理教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：８月 18 日（土）11：00～14：00 

場所：国際センター 

参加者：10 名 

講座の一環として、料理教室を行いました。

グエン・テイ・マイ・ハー先生（前列左から２

人目）と講座の皆さん・お子さんで談笑しなが

ら、ベトナムの食文化に触れる楽しい機会とな

りました。この日は、ベトナム料理、鶏肉入り

フォー等３種類を作りました。全て美味しくて

完食しました。またやりたいです。 

（外国語学習グループ） 

ミニセミナーNo.1「ポーランドの国の紹介」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：８月 18 日（土）15：00～16：30 

場所：UIFA 事務所 

講師：平山クリスティーナ氏（元 UFRA 会長） 

参加者：UIFA 会員 15 名 

UIFA 会員の内から、ボランテイアで講師を

募り、国際交流に関係するテーマをもとに、国

際理解の勉強会を開催しています。 

今回は、ポーランド出身の講師をお招きして

ポーランドの四方山を話していただきました。 

講演要旨は、８ページをご覧ください。 

（総務部会） 

「船橋市国際交流協会主催災害時外国人サ

ポーター養成講座（避難所宿泊訓練）」参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：８月 25 日（土）12：00～26 日（日）10：00 

場所：船橋市立湊中学校 

参加者：明海大学学生４名（留学生３名、日本

人１名）、UIFA 会員１名 

全員が災害多言語支援センターの外国人支援

サポーターとして参加。学生の２名（英語専攻）

は英語翻訳を担当、２名（中国人）は中国語翻

訳を担当。避難所巡回準備、チラシの作成（や

さしい日本語版、英語版、中国版）、避難所巡回

等を行いました。        （総務部会） 

事業報告 
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UIFA 部会員（ボランティア活動スタッフ）

募集説明会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：９月９日（日）14：00～16：00 

場所：UIFA 事務所 

会員総数に比べ少ないスタッフ会員を増やす

ために行いました。 

参加者 24 名の内、当日９名の会員登録があ

りました。部会ブースでは活発な質疑応答がさ

れていました。来年のラグビーワールドカップ、

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックへ

の浦安市民の関心の高さが感じられました。 

（本部、全部会） 

外国語講座後期見学会 

日時：８月 31 日（金）～９月 12 日（水） 

場所：国際センター 

外国語講座で空き人数のある 16 講座につい

て、後期受講生募集（９月 15 日、16 日）に先

立ち、体験学習の機会を提供するために見学会

を実施しました。 

空きのある講座のなかで、「フランス語入門」

は、前期の授業日程が終了していたので、見学

会に代えて個別説明を実施しました。 

定員満員のため見学会を実施しなかった講座

は、「身につく実用英会話」、「英語会話初級」、

「英語会話中級」、「英語会話上級」、「英語通訳

養成初級」の 5 講座でした。 

各講座の見学会、個別説明は、それぞれ違う

日程で実施されましたが、このうち参加者の多

かった講座は、「英語会話入門」、「聞いて、読ん

で考える時事英語」、「英語通訳養成中級」で、

各 6 名の参加がありました。全体では期間中の

参加者は 40 名でした。 

（外国語学習グループ） 

外国語講座後期受講生募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：９月 15 日（土）、16 日（日） 

場所：国際センター 

現在開講している全21講座で、2018年度後期

の受講生を募集し、継続受講者および新規受講

者を合わせ、合計307名の受講申込みがありま

した。このうち6講座が満席となり、空きのあ

る15講座で追加募集を行っています。 

追加募集は、10月31日（水）まで行い、事務

所で申込みを受付けています。なお、空き人数

の状況は、ホームページに掲載しています。 

（外国語学習グループ） 

新井寺座禅の会に留学生と参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：９月 16 日（日）14：30～16：00 

場所：秋葉山新井寺（市川市新井） 

明海大学留学生（ネパール出身）等を引率し、

毎月１回開催の座禅会に参加しました。このお

寺は、毎年、ネパールの尼さん、ネパール大使

館との交流を図っており、由緒ある曹洞宗のお

寺。初めての座禅体験とのことでしたが、最初

に座禅のマナ―について説明を聞き、その後一

般の参加者と共に座禅を体験しました。あっと

いう間の１時間で、よい経験となった模様です。 

（総務部会） 

事業報告 
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ミニセミナーNo.2「留学生の出身国の紹介」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：９月 22 日（土）15：00～17：00 

場所：UIFA 事務所 

当日の講師は、明海大学留学生（ネパール出

身）のクルさんでした。ネパール連邦民主共和

国について説明を聞きました。参加者は、９名。 

ネパールの山々はエベレストをはじめ 8000

ｍ以上が８峰もあります。宗教は約 80％がヒン

ズー教（インドと同じ）、宗教に関係した祭りも

多彩で、２週間も続く祭りとしてはダサインが

あります。お釈迦様の遺跡としてルンビニも有

名です。家庭料理はカレーを主体としたもので

す。 

詳細は、UIFA ニュース１月号に掲載予定。 

（総務部会） 

合気道演武会に留学生と参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：９月 24 日（月・振替）10：00～12：00 

場所：中央武道館 

養神館合気道龍の「さくら会」（女性・シニア

のサークル）の 25 周年記念演武大会が開催さ

れました。これに明海大学留学生（剣道経験者）

が体験参加しました。中学生から 82 歳までの

女性・シニアが集合し、市外団体も参加し、全

体で約 100 人が平素の練習結果を披露しました。 

合気道は、ロシア、イギリス、フランス、ド

イツ、ポーランド等に人気が高く、毎年国際大

会を東京で開催しています。 

明海大学の合気道部も養神館合気道龍が指導

しています。 

（総務部会） 

フランス語入門講座で料理教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：９月 26 日（水）９：00～13：00 

場所：国際センター 

参加者：14 名 

講座で学んだフランス語の料理レシピで、多

文化共生サロンで知り合いになったフランス人

の Vannina さん、渡邊先生の指導のもと、ロレ

ーヌ風キッシュを作りました。楽しく、おいし

かったです。４月に開講したフランス語入門講

座では、渡邉先生の発案でいろいろなイベント

を企画、多文化共生を実践しています。 

（外国語学習グループ） 

明海大学生がボランティアに参加 

日時：７月～11 月 

明海大学浦安キャンパス外国語学部からの依

頼により同学部生５名（中国人３名、ネパール

人１名、日本人１名）のボランティアを受け、

各部会において活動してもらっています。 

外国語学習グループ：中国語講座の講師のアシ

ストになってもらっています。 

文化交流部会；明海大学留学生特化交流事業「七

夕の集い」でスタッフの一員になりました。 

翻訳・通訳部会：英語ブラッシュアップの会に

参加してもらいました。 

総務部会：ミニセミナーの講師、地域交流サロ

ンのスタッフ、参禅会への参加等を行いました。 

（総務部会） 

事業報告 
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ミニセミナーN0.1「ポーランドの国の紹介」要旨 

総務部会・部会長 小西英雄 

ポーランドの国の面

積 は 日 本 の 約 80 ％ 

312,679 ㎢、人口は約

3,851 万人、北はバルト

海に面して、北東はロシ

アとリトアニア、東はベ

ラルーシとウクライナ、

南はチェコとスロバキ

ア、西はドイツの 7 カ国 

と国境を接し 

ている。ポーランド人の姓は、約 40 万種類あ

るといわれるが、その先祖がいかに多民族であ

ったかを示している。過去、ポーランドの国境

線は常に定まらず、1795 年プロイセン・オース

トリア・ロシアの三強大国による分割により、

第一次世界大戦後の 1919 年独立まで 120 年間

以上にわたり地図からも消滅していた時代もあ

った。第２次世界大戦後は、ソ連の衛星国とし

てのポーランド人民共和国が誕生。その後 44

年間経過した、1980 年代には民主化運動が高ま

り、1989 年総選挙の結果、第三共和国が誕生し、

民主国家として現在に至っている。まさに激動

の歴史。 

日本との関係で有名な話は、ポーランド独立

後、1920 年から 1921 年にかけて当時悲惨な状

況にあった 765 人のシベリア孤児を日本赤十字

社がシベリアから救出したこと。またポーラン

ド人による浮世絵の収集は、質量ともに、世界

屈指のもので、クラクフの日本美術技術博物館

「マンガ館」には、その作品が今も多く展示さ

れている。この建物の建設資金は、ポーランド

の巨匠映画監督であるアンジェイ・ワイダ氏が

日本の稲盛財団から京都映画賞を受賞した際の

賞金 4500 万円をその基金として日本政府等の

協力により、調達された。 

言語は、ポーランド語、第２外国語としての

英語は小学校１年生からの履修科目。他の第２

外国語として、ドイツ語、フランス語、ロシア

語がある。ポーランドの特徴の一つとして教育 

 

 

 

水準の高さがある。大学の進学率は 70％（日本

は 39％）である。 

ポーランドは、中欧で一番世界遺産が多い国。

世界遺産で有名なものは、「ワルシャワ歴史地

区」。第２次世界大戦で破壊された街並みを忠実

に中世期にさかのぼり復元したもの。「クラクフ

歴史地区」は、ポーランドの京都と呼ばれ、ヨ

ーロッパを代表する古都観光地。中世期に栄え

たポーランド王国の首都の美しい街並みが残っ

ている。「ヴィエリチカ岩塩坑」は、ヨーロッパ

最古で、ポーランドの財源を担ってきた重要な

岩塩坑である。坑内の礼拝堂、シャンデリア、

祭壇もすべて岩塩でできている。 

著名なポーランド人としては、1473 年生まれ

の天文学者で地動説を唱えたニコラウス・コペ

ルニクス。1867 年生まれの物理学者、化学者、

放射能の研究で 1903 年ノーベル物理学賞、

1911 年ノーベル化学賞を受賞したキュリー夫

人。1810 年生まれ、作曲家、ピアニストのフレ

デリック・ショパン。当時の三国分割時代には、

ワルシャワはロシアの支配下に置かれ、ショパ

ンはロシアの束縛を恐れ、ウィーン経由でパリ

に亡命し、主としてパリで活躍した。２度とポ

ーランドへ戻ることはなかったが、「遺体は無理

でも、心臓だけでもワルワシャへ戻してほしい」

との本人の願いで、現在は聖十字架教会の柱に

安置されている。５年ごとにワルシャワで「国

際ショパンコンクール」が開催されるが、日本

人の演奏参加者が一番多く人気がある。 

講師の平山クリスティーナ氏は、漢字の魅力

にとらわれ、ワルシャワ大学（創立 1816 年）

日本学科で学び、ポーランドの文化紹介のため

に大学生時代に通訳として２度来日している。

日本人のご主人と知り合い国際結婚。スエーデ

ンでの海外生活を経て、1981 年来日。1983 年

に浦安へ在住 35 年。1986 年 UFRA（浦安在住

外国人協会）の設立及び 1987 年当協会 UIFA

の設立に貢献され、2008 年から 2012 年まで

UFRA会長。現在も国際交流に活躍されている。 

（関連記事が５ページにある） 
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