プサン海外同胞民族文化･教育シンポジ ウム
数年前にソウルで行われた在外同胞映画祭の
キム・カンス実行委員長から、メールが来た。
「プサン海外同胞民族文化・教育シンポジウム」

特講の垂れ幕

で、海外同胞映画祭をするので、そこに参加し
ないか、という誘いであった。
「建国の幻のフィ
ルム」上映と会場で対談をするとのことだ。こ
れに参加することにした。
また、シンポジウムの担当者に、ヨンサン大
学外国語大学長のチェ・ヨンホ先生がおられ、
来た時に日本語学科の学生たちに特別講義をし
てくれと頼まれた。日程は、11月12日から
19日までだ。

講義のもよう

■ヨンサン大学で特別講義

シンポジ

11月13日の朝、ヨンサン大学へ行って、私
が講義をする教室に入ってびっくりした。
そこには、大きな垂れ幕がかかっていた。
「講
師 高仁鳳」と。私は大学で講義をするのは初

チェ・ヨンホ教授と

の事を話したが、なれないことだし、まとまり

テックへ行った。映画祭では「幻のフィルムで

のない話で終わった。さいわいプロジェクター

綴る建国の60年」の上映のあと「監督との対

があったので、私のホームページから写真を

話」の時間があり、建国学校のことや制作のい

スクリーンに映しながら、話ができたことがよ

きさつ等を話した。会場からの質問もあった。

とだ。

ンポジウム」が、民主公園で開催された。民主
公園は、プサンの山手の方にあった。プサンの

リーンが設置されていた。

市民たちが独裁政権に反対し、民主化運動を起
た公園だ。民主化運動のいろんな展示もあり、
もっとゆっくり見たかったが、時間の関係で見

画の夕べ」があり、そこで建国の幻のフィルム

られなかった。次の機会にもう一度訪れたいと

を上映し、話をすることになっている。それま

ころだ。
シンポジウムは、日本、ロシア、サハリン、
中国、ドイツなど、海外から教育者やNPO、

シーで出かけた。海辺にあり、ヨットハーバー

ボランティアたちが参加して、韓国語教育など

からすぐ近くにあった。まだひと気がなく、管

民族教育問題など各国の現場での取組みや発表

理の人と話した。この方は日本生まれで、戦後

があった。いろんな人と出会いがあり、いい体

韓国に帰ったが、幼い時いたところを探して、

験をした。

大阪に行ったことがあるそうだ。プサンで出
会った人には、戦前から日本とのかかわりのあ
る方が多く、歳とともに自分の育ったところに、
無性に行って見たくなるようだ。
それから、ヘウンデを観光することにした。
「タルマジキル
（月見の道）
」がいいと言われた
ので、そちらへタクシーで行くことにした。タ
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■シンポジウム参加

みた。この公園は野外劇場らしく、大きなスク

■幻のフィルム上映

ピョンサリのたんぼ道

だった。いい散歩ができた。
午後5時ごろに、映画祭の会場であるシネマ

室いっぱいに学生さんたちが参加してくれたこ

シネマテック・プサン

とがわかる。厚着をしていたので、暑いぐらい

めての体験だ。自分の生きてきた事や建国学校

かった。驚いたことは、私の話を聞くために教

映画祭での対話

えて、韓国でも指折りの海水浴場だというこ

■ハドンへ
16日は昼ごろまで、シンポジウムのまとめに
参加し、私たちはハドン
（河東）へ行った。民主
公園からタクシーに乗って、西部市外バスター
ミナル行き、そこからバスに乗ってハドンへ行っ
た。ハドンへは約2時間だ。

ルマジキルは海辺から山の方へ登ったところに

ハドンのバスターミナルに着いて、この夏の

ある。散策路を造っている最中で、ゆっくり歩

自転車旅行で来たとき知り合った人に会い、今

いて下りて来た。やがて、ヘウンデの海辺に出

夜の宿泊所を探してもらった。紹介されたのが、

た。広い砂浜だ。青い海と空に、白い砂浜が映

ヨインスク
（旅人宿）
だ。いままでいろんな所で

ピョンサリ

チョンハクトン

ポジ ウム参加、そして、平沙里･青鶴洞へ
会長

高

仁

鳳

泊まったがこんなところは

の白衣のままで、髪も切らない。先生の子ども

初めてだ。料金は日本円で

たちも髪を伸ばしているので、男女の区別がつ

約1500円。風呂もトイレ

かない。

も共同だ。部屋は２畳ぐら
いか、狭い部屋だ。しかし、

ンを行っていた。キムジャンとは韓国で冬に備

部屋はオンドルならぬホッ

えてキムチを漬ける行事だ。夕食は、チリサン

トカーペットが敷かれ、暖

でとれた野菜の山菜ビビンパを食べた。食堂の

かいふとんでぐっすり眠っ

２階は民宿になっている。ここはほんとうのオ

た。まあ、こんな体験もい

ンドル部屋だ。

いだろう。

まっかな柿と青い空

到着したときは、ちょうどみんなでキムジャ

18日、昨夜はゆっくり寝た。暖かいオンド
ルはぐっすりと眠れる。ほんと、オンドルはい

■ドラマ「土地」の舞台、 い。朝８時頃に起きて、朝食、これがもやしの
ピョンサリ
汁で山菜のおかず、ヘルシーでおいしい。
シンポジウムの参加者たち

17日、 ７ 時 頃 起 き た。

山の方へ登って行った。寒いせいか人はいな

朝食は宿の近くのパン屋

い。私たちふたりだけで上の方へ登った。天気は

で、サンドイッチとコーヒーだ。荷物を宿に預

晴れて、空も青く澄んでいて、とても景色がきれ

け、ピョンサリ
（平沙里）へタクシーで行った。

いに見える。山の景色は紅葉の色できれいだ。

昨日と打って変わって寒い。

上に行くと、チョンハクトンの人たちがチェ

この日は、ドラマ「土地」の舞台になったピョ

サ
（祭祀）を行う天祭堂のそばにソダンがあっ

ンサリを見回った。ここには撮影用に造られた

た。写真を撮っていると、徐亨卓先生が出て来

村があり、地主の邸宅チェチャムパンテク
（崔

て、お茶を飲んで行きなさい、と呼び止められ、

参判宅）や村人たちの家、市場などのセットが

話を聞くことにした。チョンハクトンのこと、

そのまま残されている。

またこの人たちが信じている教え、儒・仏・仙

ピョンサリ公園は、ソムジンガン
（蟾津川）
沿
いにある。小説「土地」
（原作

朴景利、詩人

の村は不思議な感じだ。心が穏やかになる場所
だ。帰りに「福海寿山」と書かれた書をくださっ

「土地」で、よく出てくる川だ。昔はハドンへは、
ここから舟で河を下ったことだろう。

た。先生自筆のものだ。
三聖宮という所へも行った。石を積み上げた

たんぼの真ん中を歩いて、チェチャムパン

ふしぎな光景が広がっている所だ。ここは韓国

テク方面へ行った。まわりは山で囲まれ、広々

の建国神話のタングン
（檀君）
を祀っている。広

とした畑、刈り入れが終わったようだ。盆地に

大なところで、見回るのに結構歩かされる。中

なっていて、風もあまり吹かず、のどかで気持

にやきものやお土産を売る店があり、そこに

ちよい。

入ってお茶を飲んだ。なにか古代の世界にいる

小高い丘のほうに村があった。本物のわら
ぶき屋根の農家や小屋のセットを見回りなが

明日は大阪行きの飛行機に乗らねばならない。
これが早いのだ。それのため、今日中に釜山へ

い浮べた。

行かねばならない。午後６時発のバスに大急ぎ

ハドンから、タクシーでチョンハクトン
（青

ドラマ「土地」の農家セット

ような感じだ。

ら、お、あの場面にここが出たな、などと思

■チョンハクトンで

朴景利女史紹介パネル

の「更定儒教」の話などを聞いた。とにかくこ

金芝河の義母）はまだ読んでいないが、ドラマ

で乗り込んだとき、コヒャン食堂の人が走って
来て、プサンに自動車で行く夫婦がいる、その
人たちが乗せてくれると知らせてくれた。間一

鶴洞）へ行った。チョン

髪、またバスを下りて、

ハクトンはチリサン
（智

その人たちの車に乗せ

異山）の山奥深く、かな

てもらい、プサンのホ

り高いところにある。寒

テルまで送っていただ

い。とっぷり日も暮れ

いた。今回もいろいろ

て、真っ暗だ。

な方にお世話になった。

自 転 車 旅 行 の 時、 泊

徐亨卓先生と

◆

まったコヒャン食堂へ。

「鳳@bongのpage」に
詳しく載ってます。
http://www.inbong.
com/2008/busan/

キム・ビョンゴン先生
もいた。先生は、ソダン
（書堂）
で教えている。昔

ソムジン川のほとり

チョンハクトン入口のチャンスン

ソダンの勉強風景
2009.1.1

ナルゲ（つばさ）41号

3

翻訳者エッセイ

7

ベトナム語

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。

翻訳者

チューオンさん

Xin chào các bạn!
Tôi là Trường, quản lý dịch của công ty Green Sun.
Tôi rất vui mừng khi được quý công ty đề nghị tôi viết
một bài để đăng trên tờ báo nội bộ của quý công ty.
Thời gian tôi được cộng tác, làm việc chung với quý
công ty không hẳn là dài, nhưng cũng không quá ngắn.
Qua những bài dịch mà quý công ty giao cho, tôi như
hiểu thêm được phần nào về Nhật Bản. Tôi tự hào vì
mình là một công dân Việt Nam, thông qua những bài
dịch của mình, góp phần làm bền chặt hơn mối quan hệ
song phương giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Khi học đại học, chuyên môn của tôi là tiếng Anh.
Với mong muốn sau này sẽ trở thành một hướng dẫn
viên du lịch, tôi đi học thêm tiếng Nhật, bởi vì một lý
do rất đơn giản là lúc đó hướng dẫn viên tiếng Nhật rất
hiếm. Sau khi học hết trung cấp tiếng Nhật, tôi được
một người bạn giới thiệu tới công ty Green Sun, công
ty tôi làm hiện giờ, để làm nhân viên dịch thuật. Lúc
đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ chỉ làm nhân viên dịch
thuật 1 thời gian ngắn để lấy kinh nghiệm rồi sẽ đi xin
làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Nhật. Nhưng rồi,
không biết từ bao giờ, tôi đã trở nên đam mê công việc
dịch tiếng Nhật của mình. Những bài dịch của khách
hàng rất đa dạng, nhiều đề tài phong phú. Mỗi bài dịch
đem đến cho tôi một kiến thức mới, một niềm đam mê
khám phá những điều mới lạ qua từng tài liệu dịch. Tôi
không chỉ nâng cao được trình độ tiếng Nhật của mình,
mà còn có thể hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập
quán của Nhật Bản – đất nước của hoa anh đào, của núi
Phú Sỹ.
Thế là thấm thoát đã 3 năm trôi qua, kể từ khi tôi vẫn
còn là một sinh viên mới tốt nghiệp, bây giờ tôi đã là
một quản lý dịch. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng công
ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và mong rằng sẽ
nhận được sự ủng hộ của quý khách trong thời gian tới.
Hãy cùng với chúng tôi, thông qua việc dịch những
tài liệu Nhật – Việt, hãy đóng góp một chút công sức
nhỏ bé của mình để xây dựng mối quan hệ giữa hai
nước Nhật Bản – Việt Nam ngày càng khăng khít hơn.
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日本語翻訳が好き！
はじめまして。チューオンと申します。KBSの社
内報にエッセイを書かせていただき、ありがとうご
ざいます。KBSといっしょにお仕事をした期間は、
あまり長くはないですが、毎度発注された原稿を通
して、日本についてのより深い知識を得ています。
私はベトナム人であることを誇りに思い、翻訳作業
により日本とベトナムの双方の関係強化に貢献して
いるのだ、と感じております。
大学時代、私は英語を専攻していました。卒業
後、私の夢は旅行ガイドになることで、第二外国語
として日本語を勉強しました。その当時、日本語ガ
イドが珍しかったので、高い給料がいただけると思
ったからです。日本語の中級コースを終了したと
き、友達の紹介により現在勤務しているグリーンサ
ンに応募しました。最初、短期で翻訳者として働
き、勤務経験を積みながら旅行ガイドの仕事を探す
ことを考えていました。しかし、いつからか日本語
翻訳の仕事が大好きになりました。お客様から送っ
てくださる翻訳案件はさまざまな内容で、翻訳を通
して新しい分野の知識を増やすことができました。
日本語の能力が高くなることはなくても、桜と富士
山の国である日本の文化やマナーについてたくさん
のことを知ることができました。
KBSといっしょにお仕事ができることを大変嬉し
く思っております。これからも、よろしくお願いい
たします。日本語−ベトナム語の翻訳を通じて、日
越関係のために微力ながら貢献していきましょう！

2008年度

社 員 旅 行 ～山陰～

11月7、８日の２日間、2008年度社員旅行がありました。
今回の旅行は、JTB旅物
語（大山・帝釈峡・奥出雲
２日間）というコースを利用
したもので、バス２台満席の
90名が参加。
そのうち２号車の11名が
KBS社員でした。
この日は天気予報が悪く、
雲行きが気に懸かるところでしたが、定刻の午前8時30分に大阪・梅
田を出発しました。
今回のツアーは、奥津渓谷、鬼の舌震い、帝釈峡・神龍湖と、主
に渓谷沿いに設けられた遊歩道を散策しながら
紅葉を楽しむコースらしかった。
谷間には赤、黄、橙と様々に色づいたモミヂや
カエデ、ブナ等の木々が賑やかに茂っており、そ
の色彩あざやかな風景は観る者の心の中まで染め
てしまいそうです。
そして足元に目をやれば、大小の岩の間を流れ
る渓流の清らかな、また時にはゴーッと音をたて
て激しく流れ落ちる滝の音の響きも、あたり一面
に充満するひんやりとしたすがすがしい空気と相
まって秋を演出しているようで、次々と出現する絶
景に歓声を上げ、立ち止まり、ポーズを決めてカ
メラに向かう人も風景写真を撮る人も忙しい。
心配された天気も、大きな崩れはなく、ほとん
ど傘を開くことさえないくらいで、この二日間、紅
葉を満喫し、温泉にあたたまり、心身をリフレッ
シュしてきました。

サキちゃん！
2008年9月30日、待望の 赤ちゃん
が誕生しました！
前回のナルゲで、
「今度のナルゲが発
刊する頃には名前が決まっているだろ
う」という内容で書かせていただきま
したが、実は既に「あだ名」は決まって
いたのです。
そのあだ名は「サキちゃん」。なんで
も、お腹の中にいる頃からあだ名をつ
けて呼びかけることがお腹の赤ちゃん
とのコミュニケーションになるそうで、
「サキちゃん、サキちゃん」と話しかけ
ていました。なぜ「サキちゃん」かと言
うと、実際に会えるのはまだまだ「先」
の話だったからです（笑）。

子どもの名前 〜命名編〜

制作部

愼 佳代子

さて、無事誕生したわが子の名前を
決めてもらおうと、すぐに命名師さん
に生年月日を書いた紙と写真を持って
お願いに行きました。元々は全てお任
せするつもりだったのですが、約10 ヶ
月も「サキちゃん」と呼び続けていた
のですっかり愛着が湧いてしまい、結
局は「サキ」という呼び名はそのまま
で、画数の良い漢字を当ててもらいま
した。
名前は1番最初のプレゼント。
「彩希
（サキ）」という名前がわが子にとって、
健康で幸せな人生をもたらすことを心
から願っています。
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は安曇野の北の外れ大町市︒西に
北に延びる大糸線の各駅停車に乗

私が帰省するときは︑松本から

田には水が張られ︑まだ弱々しい

い か︒ そ し て 田 植 え の 時 期︒ 水

山の白と空の青︒何と暖かい色合

もっているのに︑黄色とピンク︑

咲く︒北アルプスにはまだ雪が積

の花が咲いたと思えば︑桜の花が

にやってくる︒雪解けとともに菜

安曇野の春︒安曇野の春は一斉

光景もある︒はく息も凍るほど澄

しい季節だからこそ見れる美しい

とっては厳しい季節だ︒そんな厳

に変わるこの季節は︑住む人々に

い︒少ないと言っても一面銀世界

のに︑それに比べれは遥かに少な

の北の外れ大町以北に雪が多い

少 な い の か も し れ な い︒ 安 曇 野

安曇野の冬︒安曇野の冬は雪が

■

北アルプスを眺め︑四季によって
ることが多い︒松本から三つの駅

緑の中に地上の景色が映し出され

み切った夜明け︒白く化粧をした

■

色・形を様々に変える︒その風景
を過ぎて鉄橋
︵梓川︶
をこえると梓

る︒それと同時に平地の花々は山

北アルプスが真っ赤に染まると

■

の美しさは言葉では言い表せない
橋 と い う 駅 が あ る︒ そ こ の 駅 の

へと移る︒山に淡い色の花が見え

きがある︒わずか 分くらいの間

私が生まれ育った所は︑長野県

ものがある︒
ホームに﹁是より北 安曇野﹂と

だすと︑そこから一気に若葉色へ

だが︑その変化の美しさに心を奪

横澤 寅男

と変わっていく︒わずか一月あま

われてしまったときもある︒何と

制作部

りでこれだけの変化を遂げ︑夏へ

素晴らしい自然か︒そして冬の厳

いう標識があった︒今は梓

のような千切れ雲︒そして夜には

しさに生きる力を蓄えた生き物た

安曇野の夏︒盆地特有の暑さは

満天の星︒天の川がはっきり見え

と向かっていく︒

まったため︑その標識は移

各駅停車に揺られ︑さらに

あるものの︑朝晩の涼しさは心地

安 曇 野 の 秋︒ 安 曇 野 の 秋 は 実

ちなみに安曇野の気候は︑気温

ちは︑じっと春が来るのを静かに

北へ向かうと広く水田地帯

よい︒そこに住んでいるときは気

りの秋という言葉がピッタリだ︒

の年較差が大きく︑夏の最高気温

るのもこの時期の特徴だ︒

が 広 が っ て い る︒ 以 前 は

がつかなかったことだが︑大阪か

田んぼの稲は刈られてはぜがけ

が 〜 ℃で︑冬の最低気温はマ

動 さ れ て し ま っ た そ う だ︒

月の連休頃には︑水を張

ら帰省すると︑その心地よさは別

さ れ る︒ 今 は こ の 光 景 は 少 な く

■

待っている︒

られた水田に北アルプスが

格だ︒北アルプスには一部の万年

りまでが安曇野といわれて

︵高瀬川︶をこえる︒この辺

入る手前でまた大きな鉄橋

高・有明と過ぎ︑南大町に

少なくなってしまった︒穂

進んで︑そういった光景も

景が見られた︒今は減反が

となるはずだ︒空の青は言うまで

あるが︑忘れられない組み合わせ

景とヒグラシの鳴き声は悲しくも

頃︑その輪郭を露にする︒その光

多いが︑そんな日でも夕陽が沈む

はガスがかかって見えにくい日が

雪を残し︑山肌は青く見える︒夏

ちは冬の支度を始める︒

や っ て く る︒ そ し て 地 元 の 人 た

く 頃︑ 北 ア ル プ ス に は ま た 雪 が

が 始 ま り︑ 野 沢 菜 が 畑 に 目 に つ

と 変 わ っ て い く︒ リ ン ゴ の 収 穫

色 へ と 変 化 し︑ や が て 赤 茶 色 へ

れまで緑が基調だった景色は黄

な っ て し ま っ た の が 惜 し い︒ そ

たいことがありましたが︑それは

た︒安曇野についてもっと紹介し

なく﹁あづみの﹂に統一されまし

ひらがな表記が﹁あずみの﹂では

曇野市が出来てからは︑安曇野の

来ませんね︒また︑平成 年に安

の厳しさは大阪で味わうことは出

イナス 〜 ℃と︑その冷え込み

■

映し出され︑素晴らしい光

■

川村が松本市に含まれてし

10

もない︒それと同時に雲も素晴ら

6
いる地域だ︒

しい︒みるみる変わる積乱雲︑綿

17

16

7

また別の機会に⁝︒
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チョウ トオ

フー

臭豆腐

翻訳部

王

映

方
んな臭いものを何故食べることができるのか、と彼らは理解に苦しむ。

台灣的美食名滿天下，其中臭豆腐是老外最懼怕的食物之一，
許多來台灣的老外，一碰到臭豆腐，就被那氣味給嚇得退避三舍，
他們不明白這種臭氣沖天的東西，怎麼能吃？更無法理解愛吃臭豆
腐的人竟能吃得津津有味？其實我才不明白這麼美味的東西，老外
為什麼怕？也無法理解明明很香，老外卻說臭呢？
臭豆腐本源於清初，有名赴京趕考的舉子王致和，因落第滯京，
生活困難，便以老家的本業賣豆腐為生，某個炎熱的夏天，他因為
做太多豆腐賣不完，但丟掉又覺得可惜，於是便將豆腐切小塊灑上
鹽巴跟香辛料後，放入瓶中密封起來。到秋天的時候，他忽然想起
那瓶豆腐，於是將它開封，裡頭的豆腐變成了灰綠色，還有股臭味
撲鼻而來，不過放入口中嚐嚐後，異常美味。於是便邀請鄰人一同
享用，也大獲好評。如此口碑相傳，不久便名享京城，甚至傳入宮中，
也甚獲慈禧太后喜愛。之後，王致和的臭豆腐便成為了北京名產。
台灣小吃跟著時代的腳步，不斷推陳出新．臭豆腐也一樣，不
再衹是油炸，麻辣、清蒸、碳烤，也有燉煮的吃法，是台灣引以為
傲的小吃。如果您有機會去台灣旅遊的話，請丟掉成見，務必品嘗
一下美味的臭豆腐吧。

しかし、私は思うのである。こんな美味しいものなのに、どうして外国
人は臭豆腐を怖がり食べられないのか？とてもいい香りなのに、どうし
て臭いと言われているのだろうか？
臭豆腐の起源は清の初期である。歴史によると清朝康煕帝（こうきて
い）の時代
（1669年）
、王致和という安徽（あんき）省出身の男が都へ官
吏登用のための資格試験を受けに出てきたが、合格できず何年も都で暮
らしていた。そのうち困窮して、故郷でおぼえた豆腐作りで生活費を稼
ぐようになった。ある夏の暑い日、彼は豆腐を作りすぎて売れ残った。
しかし棄てるのが惜しくて、小さな固まりに切り、その上に塩と香辛料
を塗って瓶の中に入れ密封しておいた。秋になって、ふと思い出して開
けてみると、豆腐は灰緑色に変色して大変臭くなっていたが、口に入れ
てみると大変旨かった。隣近所の人に食べてもらったところ、その味は
大変な評判になった。やがて、その話は宮廷にも伝わり西太后の賞賛を
受けた。以後、王致和の臭豆腐は北京の名物となったとのことである。
台湾の屋台料理は、古い料理の良さを新しいものに生かす料理であ
る。臭豆腐も同じだ。臭豆腐は古来の揚げ豆腐だけではなく、麻辣※、
蒸し、焼き、煮込むなどいろんな方法で調理され、台湾自慢の屋台料理

臭豆腐（しゅうどうふ）

として知られている。もし台湾へ行くチャンスがあれば、先入観にとら
われず、是非この美味しい臭豆腐を召し上がってください。

台湾の食べ物は美味しいとよく言われている。しかし、外国人に

※麻辣味（まーらーあじ、マーラーウェイ）は花椒（ホアジャオ、中華

とって、とても美味しいとは言いかねる食べ物がある。臭豆腐である。
台湾に来て多くの外国人は、臭豆腐のにおいを嗅ぐと顔をしかめる。こ

KBSの
新入社員です

山椒）と唐辛子による中華料理の味付け。

アンニョンハセヨ リュウ ミ ソン イムニダ

안녕하세요!!

류 미 선 입니다.（はじめまして。リュウ・ミソンです。）

毎日がジェット機のような速さで…

ㅤ여러분 안녕하세요!!

皆さん、はじめまして。

ㅤ하루 하루가 제트여객기가 지나가는 것 같이 너무 바

毎日がジェット旅客機のような速さで過ぎていくのを感
じる新入社員の柳美善です。

쁜 신입사원 류미선입니다.

今年の9月に入社しました。＾＾

ㅤ올해 9월에 입사했습니다.^^

今から１０年前に初めて海外旅行として訪れたのがこの

지금으로부터 10년 전에 첫 해외여행으로 온 곳이 바로

日本でした。

이곳 일본이었습니다.

その時の新鮮な衝撃と感動は今でも忘れられません。

ㅤ그 때의 신선한 충격과 감동은 지금도 잊을 수가 없

でも、まさか初めての海外旅行が私の人生をこのように

습니다. 하지만 설마 첫 해외여행이 제 삶을 이렇게 바
꿔 놓을 줄은 꿈에도 생각하지 못했습니다.

ㅤ한국과 일본은 옛날부터‘가깝고도 먼 나라’
라는 말을 翻訳部 柳

変えてしまうきっかけになるとは夢にも思いませんでした。

美

자주 듣습니다. 물론 여기서 생활하고 있는 제 자신도
그 말엔 깊이 공감합니다. 비행기로는 1시간 정도 밖에 안 걸리는데, 언어
도 문화도 그리고 습관이나 사고도 다르죠. 하지만 전‘가깝고도 먼 나라’
일본에 매력을 느꼈습니다. 그래서 한국과 일본의 상호이해관계를 돕는 일
을 하는 것이 어느덧 저의 꿈이 되어 버렸습니다.
ㅤ지금 전 그 꿈에 한걸음 다가선 느낌입니다.

善

韓国と日本は昔から「近くて遠い国」ということばをよ
く耳にします。もちろん、この国で生活をする私自身もこ

のことばには共感します。飛行機では1時間ほどしかないのです
が、言語も文化も、そして習慣や考え方も異なります。でも、私
はこの「近くて遠い国」、日本に魅力を感じました。それで、韓国
と日本の相互理解を手助けできる仕事に就くのが、いつしか私の
夢になっていました。
今、私はその夢に一歩近づいたような気がします。

ㅤ앞으로‘번역’
이라는 일을 통해 한국과 일본의 거리를 조금씩 좁혀나가

今後は「翻訳」という仕事を通して韓国と日本の距離を少しず

며, 올바른 양국의 전통과 역사를 전하는 중개자의 역할을 담당하는 일원

つ縮めて行きながら、正しい両国の伝統や歴史を伝える架け橋に

으로서 성장하고 싶습니다. KBS에서 그 역할을 충분히 감당하도록 열심히

なる役割を担当する一員としてやっていきたいと思います。KBS

하겠습니다.

でその役割を果たせるように頑張ります。
2009.1.1
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こんな仕事しています！

「商品名の多言語翻訳」

弊社でよく受注する仕事の１つに「商品名の多言語翻訳」が

ません。そのため、お客様には毎回画像を用意してい

あります。商品の台紙やパッケージに書かれている日本語商品

ただいております。翻訳をする前に、画像で商品の形

名に併記する外国語を作製する仕事です。買い物をしていて外

状を把握したり、インターネットで商品の情報を集め

国語が併記されている商品をご覧になったことのある方もい

たりして下準備をするのです。

らっしゃると思います。主に発注される言語は、英語、中国語、
韓国語、フランス語そしてアラビア語です。

商品名なので、１つ10文字程度で量はさほど多くは
ないのですが、パンフレットや論文等の文章を翻訳す

作業内容は、日本語の商品名を見て各言語に翻訳し、イラス

るより時間はかかってしまいます。しかし、翻訳がわ

トレーターでデータを作製します。データを納品後、印刷会社

かりにくければ外国人の方がこの商品を手にしたとき

さんやデザイン会社さんが台紙やパッケージのデータに多言語

に困ってしまいます。それを考えると、手を抜くわけ

を入れます。

にはいかないのです。

食器、文房具、整理箱、キッチン用品、ガーデニング用品、

納期に間に合わすことももちろん大切です。しかし、

ファッショングッズ、鑑賞グッズ等これまで数え切れないほど

翻訳を実際に読まれる方のことを意識して、今年も１

たくさんの商品を翻訳しました。商品名は、文章を翻訳する時

つ１つの仕事を丁寧にやっていきたいと思っておりま

と手順が変わります。まず商品の特徴を知らなければ翻訳でき

す。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

本の紹介
「在日一世の記憶」
この本は、在日韓国・朝鮮人の１世たち52人のインタビューによる記録である。特
に戦前生まれの人たちは、すでに高齢に達し、聞き取りの最後の機会となった方た
ちもいる。名を成した方もいるが、多くは無名の人々である。女性を多く取り上げ
たことはとてもありがたい。生活そのままの言葉が、かえって胸をうつ。
記録としないで「記憶」としている。まさしく「記憶」を聞き取ってまとめたに
ちがいない。その「記憶」は、わたしたちの記憶にもつながる。
弊社 高仁鳳のインタビュー記事が、
「幻のフィルム」を蘇らせた記録者、という
題で最後に記載されている。機会があればぜひお読みください。

年末年始休業日のお知らせ

【個人情報の取扱について】
この社内報「ナルゲ」は、お取引先・外注先・協力関連先の皆様にお
送りしております。
ケイビーエス株式会社は、お客様の個人情報を合理的かつ適切に管理
し、業務の目的以外に使用いたしません。また、法令に基づき開示が
義務づけられるなどの特段の事情がない限り、第三者に開示・提供す
ることはありません。
当社が管理するお客様自身の個人情報について、お客様から内容確
認、修正・更新・削除の要請を受けた場合には、お客様の意思を尊重
し、合理的な範囲で必要な対応をいたします。
当社は、お客様の個人情報の保護に関する法令・規範を遵守すると共
に、その取り扱いについては、適宜その見直しと改善に努めます。

発行日
発行／
編集

2009年1月1日
ケイビーエス株式会社
〒544-0033
大阪市生野区勝山北2-16-17
電話 06-6716-5665
FAX 06-6711-2804
E-mail info@kbsjapan.com
URL http://www.kbsjapan.com/

「在日一世の記憶」
小熊英二・姜尚中編
集英社刊、1680円

過ぐる年も格別のお引立てとご愛顧を賜り、誠に有難うございます。
年末年始を下記の通り休業させていただきます。
勝手を申し上げますが、なにとぞご高配のほど宜しくお願い申し上げます。

12月28日（日）〜 1月4日（日）

1月5日（月）午前中営業

1月6日より平常通り営業いたします。

編 集 後 記
● 来日してから、あっという間に20年以上の月日が

長交代の時期になりました。編集長の仕事を通してた

経ちました。そして、ケイビーエスに入社してからも

くさんのことを学び、また多くの良い体験をすること

14年目になりました。気がつけば、もうすぐ28年

ができ、この役割の重要さを認識しました。

目の結婚記念日もやってきます…。
「光阴似剑（光陰

● 今期の社内報【社内報ナルゲ41号】が発刊されま

」という中国のことばの意味を改めて感
矢のごとし）

したら、私の編集長としての役目も終わります。来年

じております。

はまた新しい編集長を迎え、素晴らしい１年にしてい

● 今年から【社内報ナルゲ】の編集長担当につきま

けることを皆様と一緒に楽しみしています。

しては、１年間の交代制となりました。不安いっぱい
抱え、編集長の座についてからはや１年が過ぎ、編集

（カク）

