
　先日、2025年の万国博覧会の開催地が大阪に決定した。
1970年に開催して以来55年ぶりの大阪万博だそうだ。
　当初年間訪日客1000万人を目標にしていたビジット・
ジャパン事業は2013年に1000万人を達成してからも継
続され、2018年は訪日客が初めて3000万人を越えるこ
とが確実視されている。特に日本らしさを感じられる古都
と都会が集中している関西地方の人気は顕著で、大阪の
繁華街は今や外国人だらけだ。
　この度万博が開催されることで、さらにインバウンド
関連事業の加速が期待されている。政府の試算によると、
約２兆円の経済効果が見込まれるという。何かと暗い話題
の多い地元大阪の起爆剤になることを期待したい。

　前回の大阪万博は、KBSの前身である僑文社が創業し
て間もなくの頃だった。私自身は当時２歳で、太陽の塔
をバックに母に抱かれて写った写真を憶えている。その
当時は日本でハングルの印刷をする業者がほとんど無く、
先代社長の営業努力の結果、韓国パビリオンのポスター
等の宣伝物を僑文社で受注した。僑文社が大きく成長す
る原動力となったイベントでもある。
　あれから半世紀が経ち、印刷業界を取り巻く環境は大き
く変わったが、KBSも社屋をリニューアルし、環境が一新
されたことで、心機一転して、今回の万博でもKBSとして
何か残せるよう、社員一丸となって努力していきたい。

あたらしいKBSの起爆剤に
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社屋全面
リニューアル

創業50周年を迎えて、
ケイビーエスは新たに歩み出しました。

・多言語環境を充実させお客様の要望に応える。
・社内IT環境の効率化によってコストを削減する。
・災害・事故からデータ・資料・情報を守る。
・明るく清潔な職場環境を整える。
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　8月24日（金）。この日は子どもたちもお父さん、お母さんと一緒に出勤。タイムカードを押すだけ

でワクワクします。少し緊張しながら「今日はよろしくお願いします」とあいさつができました。       

教えてもらいながらデータを作ったり、書類にハンコを押したり、時々おしゃべりしたり……。              

職場に子どもの声が響き、大人も子どももニコニコ笑顔のあたたかい参観日でした。
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でワクワクします。少し緊張しながら「今日はよろしくお願いします」とあいさつができました。       

子ども参
観日

S ちゃんRちゃんAくん

今まで、 お母さんの仕事がよくわから

なかったけど、 今回会社に行ってみて

どんなことをしているのかがわかった。

新しい会社はとてもきれいになってい

た。 みんなに質問をしたり地図を作っ

たり、コンピューターで色々して楽しかっ

たです。 また行きたいです。

　ＫＢＳでは昨年、社屋の全面改修を実施。仮事務所への引越し

の日は全員出勤、子どもたちも来てお手伝い。「お手伝いのお礼に」

と新社屋への招待を約束し、せっかくなのでお父さんやお母さん

が働いている姿を見てもらおうと、「子ども参観日」を夏休みに実

施しました。子どもたちといっしょに楽しい1日でした。

　実は子どもが4歳の頃にも一度職場へ連れてきたことがありま

す。その日はほとんど仕事になりませんでしたが（汗）今回はぐっと

大きくなり、お手伝いはもちろん、パソンコン入力も興味津々で

データ作りに一生懸命取り組んでいました。今回、このような機会

を設けて頂いたことに感謝しております。

2018.8.24

専務にインタビュー専務にインタビュー

専務にインタビュ全体ミーティング

仕事で大変なこと
は何ですか？

僕は中学校の技術部の部長なので

パソコンを操作して地図を作ったり手

紙を書いたりするのは簡単でした。

でもパソコンを使っている会社に行った

のはKBSが初めてです。

1時間以上電車に乗るのは大変だ

けど、また来年行けたらいいな。

会社へ行って、パパといっしょに仕事

をして少し大人になった気分でした。

パソコンで地図を作ったり、手紙を書

いたり、はじめてのことばかりでとても楽

しかったです。

職場の方から　林専務職場の方から　林専務

お母さんから　松本お母さんから　松本

子どもたちから子どもたちから
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一日一味

このコーナーは、KBSの登録翻訳者の方からお寄せ頂いたエッセイを掲載しています。
17翻訳者エッセイ

ポルトガル語翻訳者　アントニオ・アドリアーノ

Um sabor para cada dia

Quando recebi uma proposta de projeto multilíngue na Malásia não 
fazia idéia do que esperar.

Buscava alguma luz entre os passageiros a poucos minutos de 
embarcar para Kuala Lumpur (KL). Chineses, Indianos, “Filipinos”, 
Mulheres de Hijab, de Niqab revelando apenas os olhos. Mas afinal 
qual seria a cara da Malásia? Brasil, Havaí, Austrália também são 
multiculturais, mas nada parecido com esse contraste de línguas, 
cores, feriados e religiões. E resta a Língua Inglesa reunir essa 
miríade de culturas tão distintas sob a mesma bandeira. Listo algumas 
curiosidades do país pelo ponto de vista de um brasileiro residente no 
Japão. A moeda é o Ringgit e a cotação é praticamente a mesma do 
Real brasileiro. RM1 = R$1, sem mistério. As notas lembram o dólar 
canadense, que de tão coloridas parecem de brinquedo.

A logística japonesa no Sudeste Asiático também está de parabéns: 
de ingredientes a bicicletas e eletrodomésticos, muitos produtos só 
encontramos indo naquela rede famosa de shoppings / supermercados 
do Japão ou na lojinha rosada de 1 dólar, e por um preço ainda menor 
que o do mercado local. O supermercado da Malásia também traz a 
alegria ao brasileiro com a infinidade de marcas de FEIJÃO! Até os 
enlatados, o gosto é idêntico ao do Brasil e obviamente bem diferente 
do japonês, doce, e muitas vezes enorme.

Outra característica parecida com o Brasil é que tudo é natural, feito 
na hora. Suco de manga, melancia, abacate, cortado e preparado ali 
mesmo. Os japoneses chamariam de "noukou" (rico, excepcional) mas 
aqui e no Brasil é o sabor normal das coisas mesmo.

Indianos não comem carne de vaca, mulçumanos não comem porco, 
motivo da obsessão da Malásia pela carne de frango. Não estranhe ao 
ver as pessoas em escritórios e restaurantes comendo somente com a 
mão direita sem utensílio algum (amassando o arroz entre os dedos), 
mais uma das facetas da Malásia multicultural.

Petronas Towers, os edifícios mais altos do mundo de 1998 a 
2004 e um dos símbolos de KL quem diria, foram desenhadas por 
um hermano Argentino, mesmo autor do Museu Nacional de Arte de 
Osaka. Uma das torres foi construída por uma Companhia Japonesa, a 
outra por uma Coreana. Não existe 4º andar. Nem 14º, 24º... todo “4” é 
substituído pelo “3A”, como em boa parte da Sinosfera (para não aludir 
ao ideograma de mesma pronúncia que significa morte).

Islã. A religião na Malásia tem um toque bem diferente de outros 
países de maioria islâmica.

Homens e mulheres malaias (mulçumanos locais) dividem a mesma 
mesa, o mesmo ambiente de trabalho, contam piadas, vão ao cinema, 
comem e se divertem juntos. Não há diferença alguma com uma 
Tailandesa ou Vietnamita por exemplo, salvo o Hijab, utilizado em 
conjunto com o jeans do momento.

Apenas a 6 horas do Japão, recomendo a todos em busca de 1000 
Temperos e Descobertas em um só lugar.

E a menos de 4 horas de carro Singapura também está logo ali.

先日、マレーシアでの多言語プロジェクトに参加しました。
その際に感じたことを、日本在住のブラジル人の観点からご紹
介します。
クアラルンプールへの飛行機に乗る数分前、少しでも何かの

ヒントを得るために、列に並ぶ搭乗者の顔を見渡しました。中
華系にインド系、フィリピン人に見える若者、顔あるいは目し
か見えないスカーフ（ニカブ）をした女性。マレーシアは一体
どういった国なのだろう。ブラジル、ハワイ、オーストラリア
などの多民族国家（地域）から来た人でも、この国で共存する
言語、人種、宗教などの違いには驚きを隠せないようです。こ
のすべての異文化をまとめているのは英語でした。現地通貨は
ブラジル通貨（レアル）と全く同じレートのリンギットです
（RM1＝R$1）。おもちゃと勘違いしそうなほどカラフルな紙幣
が使われています。
東南アジアを訪れてみて、日本の物流のすごさに脱帽します。

安くて質の良い食材、自転車や電化製品など、探し回って最終
的に見つかるのは日本の有名なショッピングモールやスーパー
マーケットチェーンもしくは100円ショップです。誰でも買え
るものを提供し、現地の人を豊かにする日本。一方で、地元の
スーパーには、南米のものと全く変わらない味・量の豆が売ら
れていて、ブラジルの主食である白ごはんと豆の煮込みを毎日
食べられたのは、南米人の私にとってはとても幸せでした。
マレーシアではブラジル同様、さまざまな食材が新鮮でその

場で調理されます。特にマンゴー、スイカ、アボカド等、野菜
や果物をその場で切ってジュースにする店が一般的です。日本
人からすると濃厚すぎるかもしれませんが、この国と南米では
ごく普通のうま味です。
食に関しては他にも、インド系マレーシア人は牛肉を食べま

せん。イスラム系の方にとっては豚肉は厳禁。結果的に鶏肉が
主流になります。事務所やレストラン等で食事をする際、箸や
フォークなどの食器は何も使わず、右手だけを使って（ごはん
を揉みながら）食べます。一方で中華系の人は箸を使います。
1998年から2004年まで世界一高いビルだったクアラルン

プールのシンボルのひとつ、ペトロナスツインタワー。大阪の
国立国際美術館を設計したアルゼンチン人が設計し、2つのタ
ワーのうち1つは韓国、もう1つは日本の会社が建てたそうで
す。漢字文化圏の国では、「4」という数字は「死」を意味する
ため、こういったビルなどでは、４階は「3A」と表記されてい
ます。
マレーシアのイスラム教の方は、他の国と比べてとてもオー

プンで、特に若者についてはあまり男女の差はありませんでし
た。女性についていえば、ヒジャブを身に付けているものの、
その下にはジーンズをはいています。ほかにも家族でない男女
が、同じ職場や同じ食卓をシェアし、いっしょに食べたり笑っ
たり、映画を観に行ったりと、女性がヒジャブをまとっている
ということ以外は、同じ東南アジアのタイ人やベトナム人と何
ら変わりありません。
日本との時差はわずか１時間、直行便で6時間、いつでも行

けるマレーシア。
１つの国で限りなく多くの味、発見を自分の目で見たい方に

ぜひおすすめします。
首都クアラルンプールから車で４時間もかからないシンガ

ポールもすぐそこにあります。
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家族で三重県にある志摩スペイン村に 1泊 2日
で旅行に行きました。天気も良好、2日間めいっ
ぱい遊んできました！
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インスタ映え間違いなし！インスタ映え間違いなし！

大迫力のフラメンコショー大迫力のフラメンコショー

ジェットコースターや大きな船のブランコ、
室内でのシューティングゲームなど、遊べ
る施設もたくさんありました。
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遊ぶところもたくさん遊ぶところもたくさん

総務部　松本　佳代子
とにかく色遣いが楽しいのです。
ちょっと休憩に座ったベンチでも、
写真に撮ったらすごく良い！流行り
の「インスタ映え」ってヤツですね。
「スペインってこんなんかなー？」
と言いながら楽しく歩きました。
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目の前でダンサーが手を叩いて、足を
踏み鳴らし華麗なステップから激しい
動きのダンスまで迫力満点。カスタネッ
ト、どうやったらあんな風に鳴らせる
んだろう？
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　　2018年6月18日7点58分左右，大阪府北部发生了里氏6.1级
地震。当时，我正在家中拿包准备出门去上班，突然，一阵剧烈
的摇晃袭来，同时，手机响起了警报，知道是大地震。虽然我没
有慌乱，但是还是觉得很害怕。连当时2岁半的儿子也被这摇晃
惊醒了。这是我来日本11年第一次亲历如此大的地震。尽管对日
本人而言地震可能已是家常便饭，但这次是大阪观测史上最大的
一场地震。随后，电车全线停运。我因为有急需完成的工作，所
以还是出门去JR车站了。我期盼着电车再开后能出发，可是迟迟
未见电车恢复运行。最终到了下午3点多，和公司联系后决定将
部分工作通过邮件联系在家里完成。
　　地震发生后，车站滞留了大量的人。但是，人们镇定不乱，
井然有序。我从一个外国人的视角，每当看到这样的场面，都深
感钦佩，非常时刻方显日本人特有的素质。虽然这些在日本人看
来是再平常不过的事。
　　地震发生的3个月后，9月4日，我又经历了一次前所未有的
巨大台风。那天一早，接到公司临时停业休息的通知，可我又是
为了交期紧迫的工作来到了公司，上午一切安好下午台风直击大
阪后，又出现电车全线停运，换乘其他线路再加徒步跋涉，到了
深夜好不容易才回到家中。
　　地震后，中国网络上出现了不少赞叹日本的声音，如“大阪
地震，交通瘫痪，现场一片狼藉，日本人却淡定得吓人”、“都震
成这样了，人们还一心想着去上班！”等等。或许是因为久居日
本，我也成了这样的人了吧。
　　2018年，是大阪多灾多难的一年。2019年大阪将举办G20
峰会，2025年还将举办大阪世博会，用中国时下的新造流行词
说，“共克时艰”（共同克服时下艰难之意）吧。大阪，加油！

　2018年6月18日7時58分頃に、大阪府北部でM6.1の地震が発生しました。
私はかばんを持って出勤しようとした途端、 突然激しく揺れて、 同時にスマ
ホの警報が鳴りました。 地震だと分かりました。 私は慌てはしませんでした
が、すごく怖かったです。2才半の息子さえもその揺れで目覚めてしまいまし
た。私が来日して11年、初めてこのような大きな地震に遭遇しました。日本
人にとって地震は日常茶飯事かもしれませんが、 今回は大阪での観測史上
最大の地震だったそうです。
　地震の後、 電車は全線運転見合わせとなりました。 私は急ぎの仕事があ
るため、 家を出て駅に向かっていきました。 電車が再開して出発できるのを
待っていましたが、 遅 と々して運転は再開をしません。 結局、 午後3時を過
ぎてから、 会社に連絡して仕事の一部をメールで送ってもらい、自宅でする
ことにしました。
　地震の発生後、 駅では大勢の人 が々一時待機していましたが、 みんな落
ち着いて慌てず騒がず、 秩序整然としていました。いつもこういう場面を見
た時、 私は外国人の視点から見て本当に敬服しています。 非常時には日本
ならではの素質が表れます。しかし、これは日本人から見ればごく当たり前
のことでしょう。
　地震発生の3か月後、9月4日に、私はまた今までにない巨大な台風を経験
しました。その日の朝、 会社から臨時休業のお知らせがありましたが、 私は
またどうしても納期のせまった仕事があるため会社に来ました。午前中は穏や
かでしたが午後になって台風が大阪を直撃した後、またもや全線運転見合わ
せとなり、乗り継ぎと徒歩を重ねて、ようやく深夜になって帰宅しました。
　地震後、 中国のネット上では日本を称賛する声も出てきました。 例えば、

「大阪地震、 交通麻痺、 現地めちゃくちゃとなっているが、日本人は驚くほ
ど落ち着いている」とか、「こんなに被災したのに、みんなやっぱり出勤しよ
うと考えている ！ 」など。私も日本での生活が長いから出勤しようと考えるよ
うになったのでしょうか。
　2018年は、大阪の多事多難の一年でした。2019年は大阪ではG20サミッ
トが開催され、 2025年には大阪万博も開催する予定です。 中国の新出
造語・流行語で言えば、「共克時艱」（共に目下の艱

かん

難
なん

を克服しようという
意味）をしましょう。がんばろう ！ 大阪。

翻訳部　呂　咏　鴻

작년 본 영화 중에서 가장 인상에 남는 두 편의 한국 영화를 

소개하고자 한다. ‘택시운전사’와 영화 ‘1987’이다. 두 편 모

두 2017년 한국에서 상영했던 영화들이다. 두 영화는 광주민주

화운동의 시작과 그 운동을 단락 짓는 시기를 보여준다는 의미

에서 아주 연관성이 깊은 영화이다. 

‘택시운전사’라는 영화는 1980년 군사 독재정권에 대한 항

거로 일어났던 ‘광주민주화운동’을 그린 영화이다. 이 운동을 

시작으로 한국에서는 전국적으로 학생운동이 계속 이어진다. 

두 번째 영화인 ‘1987’이라는 제목의 이 영화는 1987년 ‘5

월 민주항쟁’을 그린 영화이다. 1987년은 1980년의 광주민주화

운동을 단락 짓는 시점이기도 하며 대통령 직선제와 올림픽을 

준비했던 시기이기도 하다.

역사는 사이클처럼 반복된다. 1987년 학생들과 시민들이 함

께 싸운 민주화 운동의 모습은 2016년 촛불집회라는 새로

운 모습으로 변모되어 또 한 번 민주화를 부르짖으니 말이다. 

‘1987’이라는 영화는 다시 한 번 군부체제에서 민주화 사회까

지의 과정들을 보여주는 영화였다. 

에드워드 핼릿 카(Edward Hallett Carr)는 "역사는 과거와 현

재의 끊임없는 대화"라고 말하였다.  역사는 현대 사회를 토대

로 현대의 가치관을 통해 해석된다는 것을 의미한다. 요컨대 

역사는 현재를 비추는 거울로 우리의 삶에 그대로 투영된다. 요컨대 우리

는 역사의 아픔 속에서 반복이 아닌 ‘배움’이라는 것을 찾을 수 있는 지

혜를 얻어야 할 것이다. 

두 편의 영화를 통해 한국 사회의 전반적인 맥락을 짚어볼 수 있었기

에 상당히 유의미한 영화였다고 생각한다. 

作年見た映画の中で最も印象に残る2本の映画を紹介した
いと思う。「タクシー運転手」と「1987」という映画である。 2本
とも2017年に韓国で上映された映画で民主化運動の始まりと
その運動の節目になる時期を題材にしているため非常に関連
のある映画である。

「タクシー運転手」という映画は、 1980年に軍事独裁政権に
対する抵抗で起きた「光州民主化運動」を描いたものである。
この運動を始めとして、 全国的に学生運動が広がり続ける。

2つ目の「1987」は、 1987年「5月の民主抗争」を描いた映
画である。 1987年は1980年の「光州民主化運動」の節目に当
たる年であり、 他にも大統領直選制やオリンピックを迎える年
でもある。

歴史はサイクルのように繰り返されるもので、 1987年の学生
と市民が一つになって闘った民主化運動が2016年にはローソク
集会と呼ばれる新しい運動の形態に変貌し、もう一度民主化
を呼び起こすからである。「1987」は再び軍事体制から民主社
会になるまでの過程を示した映画である。

Edward Hallett Carrは「歴史は過去と現在の絶え間ない会
話」と言った。これは、 歴史は現代の社会をもとに現代の価

値観を通して解釈されるという意味である。 歴史は現在を映す鏡として私
たちの生活の中にそのまま投影される。 苦痛の中で私たちはそれを繰り返
すのではなく、「学び」を見つける知恵を得なければならならない。

この２本の映画を通して韓国社会の全般的な文脈を再認識することがで
きたので、 非常に有意義な映画であった。

아픔 속에서 ‘배움’을 찾는 지혜아픔 속에서 ‘배움’을 찾는 지혜 翻訳部　柳　美　善

——苦痛の中で「学び」を見つける知恵——

亲 历 天 灾
天災を経験した天災を経験した



家族で三重県にある志摩スペイン村に 1泊 2日
で旅行に行きました。天気も良好、2日間めいっ
ぱい遊んできました！

家族で三重県にある志摩スペイン村に 1泊 2日
で旅行に行きました。天気も良好、2日間めいっ
ぱい遊んできました！

インスタ映え間違いなし！インスタ映え間違いなし！

大迫力のフラメンコショー大迫力のフラメンコショー

ジェットコースターや大きな船のブランコ、
室内でのシューティングゲームなど、遊べ
る施設もたくさんありました。
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室内でのシューティングゲームなど、遊べ
る施設もたくさんありました。

ジェットコースターや大きな船のブランコ、
室内でのシューティングゲームなど、遊べ
る施設もたくさんありました。

遊ぶところもたくさん遊ぶところもたくさん

総務部　松本　佳代子
とにかく色遣いが楽しいのです。
ちょっと休憩に座ったベンチでも、
写真に撮ったらすごく良い！流行り
の「インスタ映え」ってヤツですね。
「スペインってこんなんかなー？」
と言いながら楽しく歩きました。
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の「インスタ映え」ってヤツですね。
「スペインってこんなんかなー？」
と言いながら楽しく歩きました。

目の前でダンサーが手を叩いて、足を
踏み鳴らし華麗なステップから激しい
動きのダンスまで迫力満点。カスタネッ
ト、どうやったらあんな風に鳴らせる
んだろう？

目の前でダンサーが手を叩いて、足を
踏み鳴らし華麗なステップから激しい
動きのダンスまで迫力満点。カスタネッ
ト、どうやったらあんな風に鳴らせる
んだろう？
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　10月下旬、神戸方面に一人遠足をしてきた。
目的地は神戸総合運動公園。阪急梅田から三
宮まで27分、地下鉄で西神中央方面に20分。
マイペースの歩みで時間はかかるが、まぶしい
ぐらいの秋晴れが出迎えてくれた。
　ここ神戸総合運動公園は、ユニバー記念競技
場をはじめ兵庫県におけるサッカー、ラグビー、
テニスなど
さまざまなス
ポーツの中
心地だ。 一
度は訪れて
みたかった。
かつてイチ
ローがオリッ
クス時代に
活躍した舞台、ほっともっとフィールド（当時はグ
リーンスタジアム神戸）では、この日、高校野球
秋季近畿大会が行われていた。周りは緑におお
われ、空気は澄みきって、日なたに暫くいれば
暑くてたまらず、日陰に入ると寒すぎた。

　この日のお目当ては、京都国際学園が近畿
大会に初出場するのを観るためだ。 同校は、
2004年に京都韓国高校（京都韓学）から現校
名になったが、硬式野球部は京都韓学時代の
1999年に初の外国人学校として京都高野連に
加盟し話題となった。当時のことは本誌ナルゲ
3 0 号（2003.8.10）にも、「高校野球京都大会で
韓国語交え選手宣誓」との記事で紹介した。
　またその頃、故高仁鳳会長の＠bongのpage
でも「白頭学院 建国吹奏楽部、京都国際学
園で友情出演（2006.10.8）」（www.inbong.
com/2006/kyotokangaku/kokusai/） と、
同校と建国との交流をネットで報じている。
　それから約20年、たまに京都の西京極に試合
を観に行っていたが、年々強くなるのを実感し
た。そして今回、京都府大会堂々２位の成績で
2018年秋季近畿大会出場を手にしたのだ。こ
の大会で好成績を収めれば、次の春のセンバツ
甲子園の可能性さえ見えてくる。
　第３試合が始まる前に校歌がスタンドに流れた
が、京都国際学園の校歌は感動的にも韓国語

であった。 試合の
相手は兵庫１位の
強豪・明石商業。
１回裏に２点を先
制、以降も同点と
されながらも、4-2
で7回までリード。
しかし８回、一挙４
点を入れられ、逆
転された。 夕方5

時を過ぎると、照明にも灯が入った。「この試合、
まだまだわからんぞー」と応援の声も上がる。9
回裏、京都国際最後のチャンス2死1、3塁も後続
なく6-4で負けた。近畿大会初勝利を目前にし
ながら手にできなかった京都国際の選手たち。
涙をふきながら整列する彼らの姿を見ながら、
観客は足早やに通路に向かっていた。負けてく
やしい試合だったが、もうここまでのレベルまで
来たんだなぁ、とも思った。強豪ひしめく京都
ではあるが、甲子園を勝ちとって校歌が流れる、
その日が来ることを楽しみにしている。

　昨年の秋に高野山まで紅葉を見に行った際に感じたこと
を少し書きたいと思います。
　いまやどこへ行っても外国人観光客が多いと感じるこ
とがありますが、世界遺産である高野山もその例にもれ
ず、現地に到着するとたくさんの外国の方がいました。
なかでも気になったのが、大荷物で現地へ向かう方々。
　なぜかなと考えていると、手にした多言語版パンフ
レットのマップには、有名なお寺のほかに宿坊のアイコ
ンがたくさん記載されていました。どうやら高野山内の
宿坊に滞在し泊りがけで観光して行くようです。
　話している言語も、大半がヨーロッパ系の言語で、道
中の案内表示やロープウェイ内のアナウンスなども英
語・中国語・韓国語のほかにフランス語があり少し驚き
ました。これらを見て、一緒に行った外国人の友達が、
多言語表記があるのはすごく助かるが、高野山のような
神聖で由緒ある場所にまで多言語があるのを見るとな

んだか親切すぎ
て違和感がある、
と言っていたのを聞いて、翻訳業務に携わっている者と
しては複雑な気持ちになりました。
　確かにわたしも、旅は少し不便なほうが冒険的で楽し
いと思うたちなので、友人の意見には少々賛成する部分
があります。少し前、高野山の宿坊には外国語表記や説
明が少ないと不満をもらした外国人に対して、某宿坊の
僧侶が反論したというニュースを見た時にも同じような
気持ちになったのを思い出しました。
　「郷に入っては郷に従え」とあるように、ある程度は
観光客側が訪問先に順応することも大事なのではないか
なと思いました。とはいえ、全く外国語表記がないのも
不便なので、ちょうどいい塩梅で多言語表記があるとい
いのかなとも思います。その「ちょうどいい塩梅」とい
うのがなかなか難しいんですが……。

「ちょうどいい塩梅」

京都国際学園（旧京都韓学）の近畿大会観戦

営業企画部　金山 麻美

あんばい

——紅葉の高野山で感じたこと

高野山霊宝館にて

球場には、震災後の「がんばろう神戸」
のスローガン、寄せ書きが残っている。

西日があたる中での京都国際
学園と明石商業の熱戦。

京都国際学園（旧京都韓学）の近畿大会観戦 制作部　李　秀　泰
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過ぐる年も格別のお引立てとご愛顧を賜り、まことにありがとうございました。
年末年始を下記の通り休業させていただきます。

新しい年も、なにとぞお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

年末年始休業日のお知らせ

12月29日（土）～ 1月6日（日）　
1月7日（月）午前中営業、1月8日（火）より平常通り営業いたします。

「マダンの児  韓国と日本の空の下で」（朴禮和著）が本になりました

ある日、とつぜん異郷のなかに放り出された少女。
言葉もわからず、名前も違っている。彼女にとって日本は
異次元の世界だったのです。日本語を一つひとつ獲得していきな
がら、その言葉で自らを表現していきます。まっすぐなまなざし
を通して、時代の大きなうねりが映し出されます。
読み終えたとき、少女と周りの人々との交流に、ほっこりとした
信頼と希望を見出していただければこの上ないよろこびです。

（本書「マダンの児 出版によせて」より）

アマゾンにて

 発売中！

●昨年は関西に大きな自然災害が多かっ
た年でもあります。台風21号の影響で馴
染みのある関西空港が一時閉鎖したのは
とても驚きでした。まだ復旧作業が続いて
いるところもあるかと思いますが、いち早
く元通りになれることを心から願います。
さて、私は入社して2回目のナルゲの編集
長を務めました。思い通りに原稿が書けな
くて少し苦労しました。実は書くのがとて
も苦手なので……。でも今回はかなり練っ

て書き終えました。やっと今日からはゆっ
くりと寝られると思います。   　     （柳）
●昨年最大の出来事は社屋が新しくなった
ことです。KBSは歴史のある会社ですから
数十年ためていた荷物を運び整理し仕分け
る作業が大変でした。旧社屋の片付けに私
のこども達を呼んで作業を手伝ってもらい
ましたが、後日新社屋を見た娘は「前の方
が秘密基地みたいで面白かった」と言って
いました。　　　　　　　　　     　（稲木）




