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2022年、年始のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
コロナ禍がもたらした効果、敢えて良かったことを挙げれば、
（1）リモート運営の路が開けた
（2）物事の価値観を見直す機会となった、 そして
（3）日本通訳案内士団体連合会（通団連）の創設ができたこと、です。
皆様の場合は何でしょうか？おうち時間が増えて整理ができた、家族との絆が深まった、等々…？
以前より通訳ガイド組織の連合体の必要性が叫ばれながらも実現せず、きっかけはコロナ窮地ではありましたが
設立に及んだ事は、日本の歴史初として異議が深いです。
同時に業界を改めて見つめてみると、価値観や考え方の差異の大きさや、様々な組織がまとまるための前途多難
な山の峰の高さに呆然とする場面も少なくありません。業界全体に必要なことを可能にするために、どこまで自己
希望を譲歩可能とするか、また柔軟対応ができるのかなど各組織にその力が問われた機会でした。
共に設立委員会で頑張っていた大規模組織が最後になって不参加となった事態には驚きましたが、まだまだ今は
スタート時点です。全国のガイド団体の過半数が賛同参加し、観光庁はもとより業界の各場面で“待ってました！”
と歓迎されるにつけ、判断は正しかったと信じます。
何事も進んでこそ見えてきた景色があったら、その時点でベストの対処をして乗り越えてゆきます。SDGｓやアド
ベンチャートラベル、リトリート、ウエルネス、マインドフル…気が付けば「コロナで大変だったなあ」と言える日
が早く来ることを祈ります。
理事長 ランデル洋子

「日本通訳案内士連合会（略称・通団連）」創設・活動開始
この度、全国通訳案内士（一部地域通訳案内士を含む）が所
属する日本各地のガイド団体（設立時7組織）が発起人となり「日
本通訳案内士連合会（略称：通団連）」が創設されました。GICSS
もそのワーキンググループメンバーとして準備当初より参加し、理
事長ランデル洋子が本会の副会長に推され着任致しました。
本連合会は日本初の全国の通訳ガイド団体を代表する連合会
として、観光庁や政府、インバウンド業界に対して以下の目的を
標榜し活動を開始致しました。

1.
2.
3.
4.

通訳案内士の地位の保全や向上への活動
通訳案内士に係る現在及び将来の問題・課題の分析と解
決への提案
インバウンド／通訳ガイド業界の発展への寄与
日本を代表する組織として観光立国及び国際親善への貢
献などを目的とする活動

昨年12月1日に本会の代表団が政府、観光庁に出向き、連合
体としての設立を報告し、同時に通訳案内士に関連する諸政策
への要望書を手渡しました。5名の国会議員との面談も行った後、
国土交通省の会見室にて記者会見を開催し、“通団連”設立の
報道記事が各種メディアで掲載され、この連合会が世に認識さ
れることに至りました。

従来、通訳案内士団体が対外的にまとまるのは、法改正や震
災など有事の際のみでした。複数団体の連名で要望書などは観
光庁や関係省庁へ提出されてきましたが、２０団体近い団体の名
前だけでページの半分以上が占められ、一体、どこが代表なの
か？どこに連絡をすればよいのか？窓口の一本化ができないの
か？といった質問や要望を黙認せざるを得ない状況でした。その
結果、訴求力は十分でなく活動も限られていた状況でした。

上・左／稲田朋美議員を訪問
上・右／岡本三成議員を訪問
下・左／観光庁村田次長への要望書
を提出（高瀬議員同席）

コロナは私達通訳ガイドの生活を一変させ苦しい状況が今
も続いています。この窮地の中、全国のガイド団体が行動を
一にして、さまざまな活動ができる新たな環境ができたことの
意義は大きいと思います。
尚、上記12月1日に訪問した政府・観光庁等でのやりとり、
要望書の詳細、通団連参加団体名、設立の経緯等はGICSS
のHPに掲載されております。 http://gicss.org/jp
GICSSはいままで通り、研修や勉強会を通して通訳案内士
のスキル向上のための研究団体として活動を継続しつつ、全
国のガイド団体とも協調して２０２２年も意義ある歩みを進めた
いと思います。
今年も引き続き皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
（松岡明子）
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■ 「オリパラが終わったぞ～！
オンライン報告会」 2021/10/3
2021年夏に開催された「東京オリンピック・パラリンピック」。コ
ロナ感染の影響で1年延期し、ほとんどの会場で無観客となると
いう、これまで経験したことのない「オリパラ」となりましたが、良か
れ悪かれ、歴史のレガシーとして語り継がれることは間違いあり
ません。そこで「オリパラ東京2020」を総括し、より理解を深める
為にこの報告会を開催致しました。
様々なオリパラ現場で働かれた13名による現場報告に加え、
9名が選手向けに作成された「バーチャルツアー」の10分間短縮
版を発表。約50名の会員の方がオンライン参加（視聴）されまし
た。
現場からの報告としては、大会本部の立ち上げから１年延期
後のオリパラ開催に至るまでの葛藤や努力、コロナ感染対策の
大変さ、細かなルールや厳しいチェック体制、スポンサー企業
への気遣い、期待と現実のギャップ、戸惑い、ハードすぎる仕事
など苦労が垣間見れました。その一方で、オリパラならではの感
動に満ちた経験、選手やファミリーとの交流、おもてなし精神に
あふれた実践など、貴重な話を伺えました。
「バーチャルツアー」の発表では、「嵐山からのライブ」をはじ
め、「茶道」「神道（神社でのご祈祷）」「おにぎり」「日本語レッス
ン」「深川の水かけ祭り」「新宿の人気スポット」「大阪城」「藍染」
と多彩なテーマで、持ち味の違うガイドさんたちのツアーが披露
されました。ツアー制作の裏話や、バーチャルツアーを作る際の
工夫、苦労なども共有できました。
オリパラのボランティアや仕事に応募したがコロナ蔓延などの
理由で辞退された方も少なくなく、気になっていた「オリパラの実
態」を知ることが出来て有意義だったという声、また、オリパラで
活動された方からも、良い振り返りの機会になったという声が寄
せられました。 （実行委員：薮玲子）

■ 2021新人研修バス実習を
終了しました！
2021年も新人研修は新型コロナ感染症対策の影響を受けま
した。東京3月コースは予定通りに進行できましたが、東京6月・
9月、大阪5月コースは、研修地が緊急事態宣言下の為予定の
日程にバス実習・対面研修を行えませんでした。
緊急事態宣言は9月末を以て解除、満を持してのバス実習は
・東京コース 11/7（日）
・大阪コース 11/20（土） に実現しました。
【東京コース】
明治神宮よりスタート。松岡明子講師、福田誠講師のモデルガ
イディングに圧倒されつつ、初めて現場でのガイディングに挑戦
です。オンラインの座学講義より時間が経っており戸惑いもありま
したが、浅草から浜離宮へ水上バスで移動など、様々な実習
シャワーを浴びて通訳ガイドの一歩を踏み出しました。
【大阪コース】
京都・二条城～奈良・東大寺を巡る行程。𠮷崎圭子講師の移
動の車窓を見ながらそのスポット・トークだけでなくジェネラルト
ピックスに繋げるテクニックに、しばし研修であることを忘れ魅了
されました。今回初めてプログラムされた電車移動は、これから
のお客様対応により実践的と、受講生は大いに刺激を受けまし
た。
両コースとも「ガイドスピリット応援キャンペーン」による先輩会
員の参加があり、新人の皆さんからは「先輩から経験、ノウハウを
直接伺えて本当によかった」、先輩たちからは「新人の方と交流
が生まれて嬉しい」「新人の時には気が付かなかった、講義の内
容の深さが実感できて胸に刺さった」…等の声がありました。
１日の最後に皆さんが修了証を手にし、2021年GICSS新人研
修は有終となりました。

■ オンライン座学C.C.
● 10/22 「日本が誇るインスタント食品 ～メガヒットのイ
ンスタント・ヌードル＆カップ・ヌードルを語ろう～」

● 11/13 「オチをつけよう」 ～パンチラインの
決め方～

訪日外国人客のNo.1の目的が和食です。その和食中で最大
級のセールス・ボリュームの商品がインスタント・ヌードルです。

今回は、ガイディングの最後にオチ(笑い)を、つけてみようとい
うことで、当座学C.C.の参加者の皆さまには、渾身のパンチライ
ン(オチ)を披露していただきました。

この身近なテーマに対し、参加者全員の方が “情熱と愛” を
込めてプレゼンを展開されました。即席ラーメンの発明者の安藤
百福氏の生涯から、チキンラーメン及びカップ・ヌードル誕生の
話、抹茶フレーバー・カップ・ヌードルとか豊富なバラエティーに
富む製品群の話等が発表されました。
参加者のプレゼンのレベルが高く、オブ
ザーバーもナビゲーターも非常に満足度が
高いと感じました。今回オブザーバー参加
だった方も、次回は是非プリゼンターとして
ご参加下さい。 （ナビゲーター：福井ミッキー）
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当日はナビゲーターより、笑える「オチ」と言っても落語のよう
に最後に落とすだけでは ない 、普通の話をし た後に最後に
ちょっとひねるやり方などのテクニックも紹介致しました。
これを機に、ご自分のトピックネタ全て
にパンチラインをつけていただき、2分に
1回、毎時30回ずつ笑いが起きるツアー
にしていただければ幸いです。(笑)
（ナビゲーター：海老原昌之）

■ 202１年 Ian塾 第4期終了！

2020年の開始より2年間で「Ian塾」は会員皆さまに浸透した手応えを感じて
います。そのクオリティや魅力を受講生の声を切り取ってお届けします。

Ian塾：講師 Ian Priestley
〇1クラス6人の少人数制
〇1レッスン2h、4レッスンで1ターム（2週間毎×4の約2か月）
〇各レッスン前にPriestley講師より各回テーマに沿ったビデオとワークシートが送られる
〇レッスン当日に約5分間のテーマ・プレゼンの発表
→ Priestley講師より文法・発音・言い回し等について各人へ指導
【英語について個別指導】
• Nativeより文法や発音について細かく指導が受けられる機会
は、やはり貴重
• 発表で精いっぱいになりがちだが、プレゼン内容だけでなく
文法・発音・語彙の改善箇所もIan先生の指摘は適切
• 毎回レッスン後にも個別フィードバックがある。ありがたい
【トーク構成力の指導】
• プレゼンの構成の仕方や話し方についても教えて頂けるす
ばらしいプログラム
• ロジカルな講義で、とても腑に落ちる

通訳ガイドアカデミア

【ガイド実務に直結】
• 「訪日外国人が尋ねそうな質問」を考える事前課題があり、
レッスン当日にセッション出来る
• Ian先生より突然指名されて質問に答えるのは、お客様と
のやりとりのよう
「何よりクラスメイトの皆さんから、１人で収集するのは到底
無理という情報量を得られる」メリットも好評です。
2022年は新しいテーマも検討中。益々魅力全開の「Ian塾」、
Let’s check it out！です。

新リリース＆お得情報

■ ジェネラルトピックス・コレクションシリーズ＃16
「ガイディングに非常に参考になる」と評判の高いジェネラル
トピックスも、16回目のリリースを迎えました。今回は3人とも新
規のプレゼンターです。
• ご朱印 （プレゼンター：長野 雅子）
• 日本人と紅白 （プレゼンター：佐々木 圭子）
• 日本式ビジネスマナー （プレゼンター：溝口 誠）
外国の方へ日本の文化や生活を紹介する際のヒントが満載
です！

■ 全コース３０％割引！！「2022年新春キャンペーン」
既にメーリングリストで案内していますが、1月21日までの期
間限定で、すべてのコースを30％割引で購入できます。
（会員限定。MLで案内したコードを購入時に入力してください）

おすすめは「１年間受講し放題プラン」です。現在リリース済
みの全71コースと、今後毎月リリースされる新コースが１年間
何度でも聴講可能です。この機会に是非ご検討ください！
（通訳ガイドアカデミア運営委員：山崎正美）

アカデミアコース一覧
https://guideacademia.jp/courses

通訳ガイドアカデミアとは？
https://gicss.org/ja/progra
ms/academia.php

■ 通訳案内研修（登録研修機関研修）の受講は、2022年内に！
全国通訳案内士には、旅程管理の実務や災害時の対応等の
通訳案内士が実務において求められる知識について、5年ごと
に登録研修機関が行う定期的な研修「登録研修機関研修」を受
講することが義務づけられました。

～GICSSの「通訳案内研修」～
所属会員のみが受講可という機関もありますが、GICSSは
他のガイド組織の方、ガイド組織に所属しない全国通訳案
内士の方にも受講頂いています。

全国通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、都
道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。（取
消しから2年間は、再登録することができません。）

第１部 法定研修 ： ケーススタディ講義、実技を交えた旅
程管理や災害発生時の適切な危機管理等を実施。５年に１
度学ぶべきプログラムです。
「忘れがちなことへの意識を新たにできる」「ガイドに必要な
知識の復習が満遍なくできる」（受講者の声）

観光庁HP https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html より

2018年1月4日以前に登録の方の受講期限は2023年1月3日ま
で、つまり2022年以内には受講完了が必要です。本研修は各登
録研修機関により2020年4月より順次開催されていますが、まだ
受講されていない方は必ず年内受講されるようご注意下さい。

第2部 スキルアップ研修 ： 法廷研修と同時に学べるのが
GICSSの特徴。これまで3回の開催で、以下の講義や実習を
行っています。
「外国人の要望を引き出し、解決するコミュニケーション能力」
「人を惹きつけるトークの秘訣に関する研修と実践」
「世界遺産 富士山～なぜ日本人は富士山に惹かれるのか～」
ベーシックな法定研修に加えて、ガイドとしての幅が広が
る充実の構成です。
【2022年の開催予定】 オンライン（予定）
• 2022年2月後半～3月
• 2022年12月12日（土）
詳細が決まり次第、メーリングリスト・HPでお知らせ致しますので、
未受講の方はご注目下さい。
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Information

2022年1月～ 開催予定研修プログラムのご案内
オンラインセミナー

GICSS検定 GICSS Guide Skill
Proficiency Test

GICSS年次総会（オンライン）

第15回 奈良
審査会：1月15日（土） オンライン開催

第17期総会はオンラインで行います。
詳しくはご案内のメーリングリストを参照下さい。

初のテーマ地域「奈良」は12月中に勉
強会を終了。勉強会の成果を示す審
査会へと進みます。

新人研修（東京・大阪）

「ツアー現場のスキンケアと
疲れを癒すセルフケア」

1月30日（日） 11：00-12：00

東京3月【土日】コース
3月12日（土）・13日（日）・19日（土）・20日（日）
東京3月【4日連続】コース
3月17日（木）～20日（日）
東京4月【土日】コース
4月16日（土）・17日（日）・23日（土）・24日（日）
大阪5月【4日連続】コース
5月1日（日）～4日（水）

オンライン地域スポット研修

「西日本第3弾 長崎県」
2月26日（水）13:30〜15:30
プレゼンター：吉田英夫
好評の同シリーズの第3弾。長崎県は海
岸線の総延長が全国１位、なぜならば…
オンラインでそれぞれの地元に居ながら
長崎県を学びましょう！

2月（予定）
プレゼンター：山瀬由記
乗り物移動や屋外歩きで、実はツアー中
の肌や筋肉への負担は大きい。ちょっとし
たケアを知って、お客様にもお伝え出来た
ら喜んでいただけること間違いなし！１歩
前を行くガイドになれるセミナーです。

オンラインと対面のイイとこ取り構成。『新人研
修は今さら…』と思うアナタにも「初心に戻って
もう一度学ぶ！」はお奨めです。新人時代から
時を経た今だからこその、確実なadvanced気
付きを得ている受講者が毎年大勢います。

春期オンライン座学C.C.
2022年3月～ １セッション2h
ナビゲーター：GICSS会員

テーマに沿って2分間のプレゼンに挑戦す
るC.C.（チャレンジャーサークル）は、会員
同士だからこその和やか＆切磋琢磨の貴
重な時間です。「どんな進行？」「興味は
あるのだけれど…」という方はオブザーブ
参加も可能です。

その他、オンライン開催を続々準備中！状況により現場実習も開催したく常に検討しています。最新情報は今後のメーリングリスト、ホームページでご確認下さい。
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GICSS会員がつなぐ、リレーエッセイ
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☆次回のリレーエッ
セイもお楽しみに！
会員のご活躍ぶりを
ご紹介下さい。
珍事件、感動秘話、
ためになる話･･･なん
でも結構です！

い勇あ関
ま気た係ま
すづた者た
。けかの、
らい方こ
れお々れ
ま言とま
し葉ので
たの良お
。数好世
あ々な話
りに関に
がも係な
と、のっ
う大継て
ごい続き
ざにとた

やＧク出磋い過実が
皆Ｉに会琢るごし、私
さＣ陰い磨のしたまの
んＳなののがて日ず場
にＳがき時、い々は合
大をらっ間同まをそそ
いは関かでじす自のの
にじわけす志。ら歩一
感める、。をそ見みつ
謝と機そそ持れつをが
しす会しうっをけ着ガ
てるをてした支て実イ
いガ提オた仲え、にド
まイ供リ仲間て前進な
すド頂ン間とく向めの
。団けピとのれきるで
体たッの切てに充す

かそすだ明
！れよっるコ
をねてくロ
一！、爽ナ
つ人そや禍
ず生こかを
つ百にに、
楽年は過か
しとなごの
もいりし松
うわたた岡
じれいい修
ゃる自す造
な今分よの
いこがねよ
でそい！う
す、ま に

うかう
！でぞガ
、よイ
明ろド
るし仲
くく間
元おの
気願皆
にいさ
おしん
会ま！
いすこ
致！れ
しまか
またら
しども
ょこど

ねら幹直か
！っ線島ら会
元しＣや神員
気ゃ．西野の
にるＣ陣清皆
しと．で司さ
て思」のでん
おいで現す、
らまお地。こ
れす会研こん
ま。い修れに
す懐しやまち
かかた昨では
？し方年、！
いもの広名
でい「島古
す 新・屋

だまがに
けならおこ
をけ、客の
向れ何様た
いばがのっ
て！あ再ぷ
歩そろ来り
んううにあ
で思と備る
いっもえ時
まて心る間
す私ゆべを
。はくき、
毎まは自
日で備分
を楽えな
前しなり

神
野
清
司
（
愛
知
県
）

せてだとるが
ん、っ家姿、何
で今た族をそよ
し年我、温うり
た（がそかしも
。二父しくた感
あ〇のて見日謝
り二存、守々し
が一在今っをな
と年で年て過け
う）す天くごれ
！の。にれそば
私彼召てうな
はらさいとら
あなれるしな
りくて家てい
まし旅内いの

人
生
百
年
時
代
の
ガ
イ
ド
を
目
指
そ
う
！

会
員
の
皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
！

＝編集後記＝
●続々と新株が現れ、都度恐怖感に脅かされる‥‥自然と人類との闘いはきっとあと少しで落ち着く…！と信じ
て、エネルギーを蓄積しておきましょう。共存・共生の世の中をうまく乗り切るのが日本人は得意なはず。（よ）
●２度目のコロナ正月です。怯まず、諦めず、あゆみを止めず、笑顔で進む！今年こそ、諸兄姉にリアルでお会い
したいです。良き一年でありますように！（ま）
● １つ超えた感のあった2021年、2022年は更なる前進を願って止みません。今年もあと11か月と少し、暮れの準
備はお早目にと、つくづく染みるこれを書いている12月です。 （か）
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