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GICSS NEWSはVol.77よりデジタル化され、新年号以外はHP会員専用ページにて配信中。過去の記録はすべてHPに掲載されています。

第4回 通訳案内研修を開催
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通訳案内研修は、「全国通訳案内士の皆様が５年に１度ずつ受講する義務がある」観光庁に
登録された研修機関により実施されるものです。GICSS研究会は登録機関第3号として、本制度
開始の2020年より定期的に開催しています。
2018年1月3日以前に全国通訳案内士登録をした方は2023年1月3日までに受講が必要である
期限条件があることからか、今回の受講者数は東北地方から九州までの幅広い地域から100名に
迫る勢いでした。
受講者の4割はGICSS会員以外の方でしたが、終了後アンケートには、午前の法定課目研修に
は81.8％（G会員は97.9％）、午後のスキルアップ研修には92.9％（G会員は97.6％）の5段階満足
度【５】【４】の回答を頂きました。テキストがわかりやすいという感想がたくさんありました。
【法定課目研修】は、「救急救命の講義は大変実用的」「実際に通訳ガイドが救急救命訓練を
する動画が臨場感ある」と、オンラインで動画視聴による講習ながら、危機管理研修の重要性をよ
くご理解頂けたと捉えています。過去3回の研修同様、「著作権」講義から、「気付きがあった」とい
うコメントも多くありました。
【スキルアップ研修】では、印象に残った点に「浮世絵の講義が本当に深かった」「浮世絵から
いろいろな事がわかり驚きでした」と江戸文化講義への高評価が多く、また「全体のバランスがよ
い」 「 ど の 講義 も 役 に 立つ 」 等 の“ ト ー タ ルで よ い のが 印 象的 ” と いう 声 も 多 数 頂 きまし た 。
【筆記試験】午前の法定科目終了時点で実施された筆記試験もオンライン方式がスム
ーズに展開され、再試験2名を含む全員が無事修了証書を手にすることとなりました。
〔第4回通訳案内研修 カリキュラム〕

次回開催予定日：

2022年12月10日（土）

※ 2018年1月3日以前に全国通訳案内士登録をされた方は、
2023年 1月3日までに受講が必要です。5年毎の受講義務に違
反すると、全国通訳案内士の登録が抹消される場合があります
のでご注意下さい。
※ 観光庁の推奨に基づき、GICSSでは法定科目とスキルアップ科
目の両方を実施しています。

第17期定期総会＆オンライン懇談タイム
昨年に続き第17期の定期総会もオンラインで開催となりました。
第1号議案 第17期事業報告と決算について
第2号議案 第18期事業計画について
第3号議案 第18期予算について
第4号議案 新任理事の承認について
改めて全議案が承認されましたことをご報告致します。新任理事の広岡幹雄、
溝口誠各氏からのご挨拶があり、その後、日本通訳案内士団体連合会（通団
連）の活動状況について報告がありました。2月より会長が入院療養中の為、
現在、通団連副会長のランデル理事長が通団連会長職を代行しています。
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総会終了後のオンライン懇談タイムでは、ガイド
業務が行えないもどかしさ、その中で取り組んでい
ることなどをお話頂きました。会員同士・ガイド同士
で心を寄せ合う“橋渡し”となったのではないでしょ
うか。
会員の皆さまと直にお会い出来ないのは残念で
すが、関東圏以外の方々にも参加頂き交流できる
事はオンラインの利点と嬉しく思っています。
できれば今夏に対面での懇親会？など、これか
らも交流機会を企画して参りますので、皆さま是非
ご参加下さい。 ＜報告：事務局＞

■ 通 団連 政 府・国会議員へ 要望書を 提出
2月18日GICSSメーリングリストにてランデル理事長より報告が
されましたが、日本通訳案内士団体連合会（通団連）は以下の
通り国会議員・関係省庁を訪問し、要望書の提出を行いました。

～527名のアンケート回答～

和田浩一観光庁長官に宛てた要望書は、527名のアンケート
回答を踏まえています。

通団連アンケート調査結果のまとめ（回答者数 527名）
2/15（火）

2/16（水）

◎持続化給付金について

稲田朋美（自民党）衆議院議員
厚生労働省から4名、観光庁より2名同席
観光庁観光政策特別研究交渉官榎本通也氏ほか3名

(1) 受給したか否か

河西宏一（公明党）衆議院議員国交委員会委員
鬼木誠（自民党）衆議院議員
竹内譲（公明党）衆議院議員 公明党政務調整会長
高瀬弘美（公明党）衆議院議員

【訪問者】

（人）

受給した

261

申請しなかった

220

申請したが受給できなかった

19

未回答

27

合計

527

(2) 受給額

（人）

0～20 万円
21 万～40 万円
41 万～60 万円
61 万～80 万円
81 万～100 万円
合計

20
0
17
12
199
248

※未回答・不明 13 人

副会長（会長代行）ランデル洋子（GICSS）/副会長米原亮三（IJCEE）
専務理事水谷みずほ（K-iTG）/理事虎谷勝也（KIGA）
花野博昭（K-iTG）/菊池くに子（IJCEE）/松岡明子（GICSS）

(3) 受給できなかった理由

【主要な要望項目】
第1. 通訳案内士業務が復活する迄の給付金支給
経済産業省、厚生労働省及び国土交通省への要望

第2. 全国通訳案内士試験について

確定申告で給与として、申告していた。雑所得又は事業所得として
申告していなかった

12

確定申告をしていなかった
計算方式が難しくてわからなかった
理由はわからないが、受給できなかった
合計

4
3
8
27

受験機会拡充、試験内容の適正化

◎「厚労省 雇用調整助成金」
について

第3. 全国通訳案内士の学習機会の支援
通訳案内士団体実施の研修に関する経済支援

受給の有無

第4. インバウンド対応能力の強化に向けた講師派遣業務
規模拡大、講師養成講習会の開催

受給した（会社から支給）

（人）

◎「持続化給付金」について
受給できなかった内訳

（人）

12

申請しなかった

139

受給した（自己申告）

0

雇用契約なし

108

受給できなかった

278

その他

29

未回答

237

未回答

251

合計

527

合計

527

本アンケートに回答ご協力のGICSS会員に感謝致します。
皆様１人1人の声が、状況を動かす何より強い力となります。
たゆまぬお力添えをよろしくお願い申し上げます。

竹内譲衆議院議員、公明党政調会長を訪問、ランデル洋子会長代行より要望書を提出

■第15回GICSS検定 「奈良」

■オンライン地域スポット研修
「西日本第3弾 長崎」 2/26

勉強会：12月4日(土) 18日(土) 25日(土)
コーディネーター： 𠮷﨑圭子
コメンテーター：
12/ 4田村聡子
12/18藤村みどり
12/25福井道孝
審査会：1月15日（土）

西日本第3弾として長崎
をご紹介しました。原爆に
よる被災としては長崎原爆
資料館・爆心地公園・平和
公園を、また隠れキリシタン
としては26聖人殉教の地・
浦上天主堂・大浦天主堂
を、また鎖国時代に唯一
世界に門戸を開いた出島を中心に案内しました。

初のテーマ地域「奈良」のGICSS検定開催。45に及ぶス
ポットの学習は、「奈良の観光知識」にとどまらない日本文化
の根底の学びに通じるものが多くありました。
また、1月30日（日）には「旅程管理筆記試験：解答解説会」
を行い、問題と解答を復習しました。GICSS検定はガイドトー
クと旅程管理知識に裏打ちされた“実力”をアップする機会で
す。次回は夏に関東圏をテーマ地域に開催の予定です。
奮ってご参加ください。

クルーズ船のゲストを大型バスでガイドした経験からバスの観光
ルート、バスから見える景色、駐車場からの導線などを写真・ビデ
オを駆使して紹介しました。さらに新三大夜景となった長崎の夜
景・端島(軍艦島)も紹介できました。少しでも皆様のガイディング
に役立てばとの思いから、パワポは108枚という膨大な資料となり
ました。

研修終了後は、多くの方から好評のレビューを頂き、見逃し配
信が決定したことはうれしい限りです。次回もガイド目線から見た
西日本を紹介します。お楽しみに！
（プレゼンター：吉田英夫）
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Eラーニング 通訳ガイドアカデミア（現在全74コース）
■利用者の皆様からの声を一部紹介■
「実践ガイドデモ」や「ジェネラルトピックス」には、選りすぐりのプレゼンターか
ら洗練された英語表現や説明ポイントを学べるコンテンツが満載！聴き取り
にくい語彙は画面に英語と日本語が表記されるなど、親切で分かり易く役立
つこと請け合いです。（M.K.さん）

繁忙期にスルーツアーをしながら、次のツ
アーの 準備 をした事 がありま した 。まと
まった時間が取れない中、夜、ホテルに
戻ってから、スマホでベテランガイドのノウ
ハウを短時間で学ぶことができ、本当に助
かりました。（R.H.さん）

何を話すかを決める際、自分特有の
話をする前に、まずは大事なポイント
を押さえておく必要あると思います。
自分の視点が逸れないように、最も信
頼でき効率よく学べる教材として使わ
せてもらっています。（C.A.さん）

尊敬する先生の講義、現地のガイド様の生の経験、そしてコロナ禍でも旅行に
行った気分になれるという素敵なおまけつき。多忙でスキルアップの時間がまま
ならない今の私にピッタリ。気楽に繰り返し視聴し楽しんでいます。（T.T.さん）

■スタッフに新メンバーが加入しました
会員の高田奈々子です。以前からファンでもあるアカデミアにスタッ
フとして加わることになりました。日本にいらしたゲストを案内する際に
役立つ作品をお届け出来るよう頑張ります。茶室での一服とスキー場
から見る雪景色を愛する長野生まれ、山梨育ち。最近、仏像にも強く
惹かれています(今年の専門講座に乞うご期待！)。どうぞ宜しくお願
い致します。
アカデミアコース一覧
https://guideacademia.jp/courses

Close Up !
「テーマ研究会」が続々登場！

通訳ガイドアカデミアとは？
https://gicss.org/ja/programs/acad
emia.php

人気ジェネラルトピックス

（2022年3月現在）

特に好評なベテランガイドによる「ジェネラルトピックス」
シリーズ17コース中、最新７コースをご紹介！

＃11 ◎カミオカンデ（イントロダクション）、
◎カミオカンデ◎養蚕の歴史（富岡製糸場）

＃12 ◎日本のお金、◎日本の家
◎結婚 お見合い事情
＃13 ◎遊園地とテーマパーク
◎東京の公共交通機関◎三宅島
＃14 ◎相撲への招待◎頑張れ！小兵力士
◎Ｊリーグ
＃15 ◎ポップカルチャー◎結婚式
◎日本のお葬式・お墓
＃16 ◎ご朱印 ◎日本人と紅白
◎日本式ビジネスマナー
2022年3月最新リリース:
＃17 ◎東京マラソン、◎居酒屋、
◎サラリーマン３つの大切なスキルとは？

「テーマ研究会」は１つのテーマを極めた会員プレゼンターによるレクチャーが中心のセッションです。「座学
C.C.の中では、ナビゲーターのお話を伺う時間が足りなかったのが残念」という現場の声を受け、この春から
連続開催の運びとなりました。プレゼンターの意気込みをご紹介致します。

■4月27日（水）「未来の自動車・自動車の未来」：城戸弘明プ

G：今回特に知って貰いたい、とお考えのポイントは？

レゼンター
GICSS（以下G）:2016年「車」、2021年「自動車の未来」と座学
C.C.を実施頂きました。なぜこのテーマに詳しいのですか？

川畑：縄文人は一万年以上に渡り自然と共に
生き、協調的な社会の中で豊かな精神文化を
培っていました。縄文人のライフスタイルと
SDGsの考え方に共通あり、とご存じですか？
持続可能な世界観と縄文時代の生き方の一面を知って頂きたい。

城戸：自動車の運転に興味があり、数多く
の車種を扱える自動車会社に就職しまし
た。トラックやバスも扱い、サーキットでス
ポーツカーも運転していました。

G：奥深い！圧倒されること間違いなしと、開催が待ち遠しいです。
■8月6日（土）「おち・パンチラインを決めよう」（仮）：海老原昌之
プレゼンター
G:海老原さんが笑いの追求に取り組んだきっかけを教えて下さい。

運転指導の仕事もあり、講習を通して車に対する知識を増やし
ていきました。今ではバイクの情報提供にも自信があります。
G:昨年は、水素自動車のことなど教えて頂きました。
城戸：今回は、電気自動車、水素燃料電池車、ハイブリッド車の
知識を整理したいと思います。自動車業界の動向の他、ガソリン
代節約の方法、急ブレーキを安心して体験できる施設、家族と過
ごすサーキットでの楽しみ方など、すぐに実践できるコンテンツを
ご提供いたします。
G：ガイドネタも満載ですね。楽しみにしております。

海老原：インバウンドの中には「また寺か」「また神社か」と思われ
る方が少なからずいらっしゃいます。皆さんの中にも、憧れのヨー
ロッパに行ったはいいが、華やかどころか宗教施設ばかりで、こん
なはずじゃなかったと苦笑い、という方がおられると思います。

■5月27日（金）「縄文文化・世界遺産」（仮）：川畑一美プレゼン
ター
G：昨年6月の座学C.C.「日本列島の地形・地理」の中でも、縄文文
化のお話が出ました。この分野に詳しくなられたきっかけは？
川畑：地元は青森です。1992（平成4）年に三内丸山遺跡が発見さ
れたのを機に、この遺跡を一般の方々に簡単明瞭に案内する活動
をしております。年平均約100回(コロナ以前)ガイド活動すべく、創
意工夫を凝らし試行錯誤を繰り返しながら、研鑽を積んでおります。
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（私もです 笑) そんな自分の経験から『笑
いのあるツアーこそ、すべてのお客様が楽
しめる！』と、追求するようになりました。
G: 「テーマ研究会」となる今回の構想は？
海老原：座学C.C.の発展として、オチの作り方を研究していきたいと
思います。汎用性のあるジョーク、笑いをガイディングに取り入れる
コツなども紹介します。ジョークは過去にインバウンドのお客様にウ
ケたものですが、日本人にウケる保証はありません(笑)
G:期待値が上がりました(笑)。これは参加するしかありません。

Information

2022年4月～ 開催予定研修プログラムのご案内

専門性研修

オンラインセミナー

「The Appeal of Washoku」

「ツアー現場のスキンケアと
疲れを癒すセルフケア」

4月2日（土）10：30-12：00
講師：安藤エリザベス
講師は日本在住40年のアメリカ出身の和食
料理研究家、英語による和食の講義です。

4月9日（土）10：00-11：45
講師：山瀬由記
乗り物移動中の肌や筋肉へ負担へのケアを
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

Ian塾 第5期【受付終了】
4月26日・5月10日・24日・6月7日
いずれも（火）
14：00-16：00/19：00-21：00
講師：Ian Priestly
ガイディング英語力徹底磨きあげコー
ス。第5期は新しいテーマで行います。
日中と夜間の２コース。
オンラインテーマ研究会

「縄文文化・世界遺産」
（仮）
5月27日(金) 19：00-21：00
プレゼンター：川畑一美
本紙記事参照下さい。

新人研修（東京・大阪）
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）
先輩会員もwelcome！新人から時を経た今だ
からより理解できる、このチャンスをフルに活か
して下さい。

オンラインテーマ研究会

「未来の自動車・自
動車の未来」
4月27日（水）13：30-15：00
プレゼンター：城戸弘明
本紙記事参照下さい。

オンライン座学C.C.「全国ご当地グルメ」
5月14日（土）13：30-15：30
ナビゲーター：福田 誠
食は旅の大きな楽しみ。有名処から知る人ぞ知るB級
グルメまで、日本の豊かな食文化をご案内しましょう。

オンライン座学C.C.
「日本のSDGs」（仮）

地域スポット研修

オンラインテーマ研究会

「鎌倉」

6月9日（木）13：30-15：30
ナビゲーター：薮 玲子

6月23日（木）（予定）
講師：芹田啓子

「おち・パンチラインを
決めよう」（仮）

グローバルのテーマである
SDGs、日本の取り組みをお客
様にどうお伝えしますか？

満を持してのリアルの地域ス
ポット研修です！鎌倉に精通
のベテラン講師と共に、現場
を歩きながらの実習です。

8月6日（土）
プレゼンター：海老原昌之
本紙記事参照下さい。

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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☆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！
＝編集後記＝
●現時点ではウクライナ事情が日本のインバウンドに与える影響は大きくないだろうと言われてい
ます。某大手旅行会社社長は、欧米の会社から早く入国を緩和せよと日々責められているとか。
「復活したら業界回復は早いかも…」心強いメッセージを受け取りました。祈り！（よ）
●脚下照顧（きゃっかしょうこ）と日日是好日、毎日、この言葉で、乗り切ろう、、、
桜散る春です。（ま）
● 「21世紀は対話と外交で解決の世紀」と信じています。皆で信じましょう！（か）
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