


アップルを創業したジョブズ氏がいな

くなったのは、とっても寂しいことだ。

というのは、彼がいなければ、多言語の

KBSは生まれなかっただろう。KBSにお

いて、多言語が生まれたのは、アップル

のMacがあったからだ。

■

ジョブズ氏死亡いうニュースが流れた

のは、私がソウルにいたときだった。テ

レビニュースが朝から流していた。24時

間ニュース番組のYTNでは一日中、ジョ

ブズ氏の功績などが流れていた。その日

に日本に戻ってきたが、日本ではジョブ

ズ氏の話題はそれほどではなかった。韓

国での関心がより高いと言うことなのか。

iPhoneの発表された時は衝撃的だっ

た。これで、一気に世の中の携帯が変

わったのだ。今はスマートフォンがは

やってきた。その変わる様子は韓国では

よりすごい。昨年、ソウルの地下鉄では

人々はただの携帯電話だった。それが今

年ソウルで地下鉄に乗ると、ほとんどの

人がiPhoneなどのスマートフォンを持っ

ている。しかも、だいぶ歳を召されてい

るおばあさんもスマートフォンを持って

いるのだ。iPadやサムスン製のタブレッ

トを使っている人たちもいた。朝、出勤

時の満員電車の中で、タブレットで本や

ドラマを見ている。

KBSの前身、僑文社はいち早くハング

ル電算写植を導入、それは私が写植メー

カーのモリサワに提案し、日本語の電算

システムにハングルを加えることで、ハ

ングル入力システムが完成した。1982年

9月に、その第１号機がわが社に導入さ

れた。これは韓国よりも早く世界で初め

ての導入だった。その後、リョービの

レックスシステムを導入することになっ

た。これは、手動写植の文字盤を利用

し、ロボット的に機械で文字を自動的に

文選するシステムだ。そこへハングルの

文字盤を搭載すれば、ハングル電算写植

となった。日本語と組み合わせることに

よりに日韓混植が可能になった。

より多彩なハングル書体を入手するた

めに韓国へ出かけ、印刷材料販売関係者

と会ううちに文字盤製作の人に出会い、

ハングル書体を増やした。そのころナー

ル書体がはやっていたが、ハングルの

ナール書体も手に入れた。豊富なハング

ル書体が出力可能な電算写植で多くの印

刷物を受注するようになった。

韓国で印刷会社を見学する機会が幾度

となくあった。韓国では日本よりも早

く、すでにMacが導入され、Macによる

DTPが導入されていて、印刷物が作られ

ていた。見るとそのマシン、Macは日本

にあるMacと全く同じ物である。ただ、
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通勤電車の中、ほとんどの人がスマートフォンを使う

“ジョブズありがとう”のメッセージが貼られていた（ソウル･チョンロ、2011年10月18日）

ハングル電算写植機

あなたがいなければ、多言語のKBSは生まれなかった。

1991年に、まずMac Ⅱciを導入し、
そこから多言語DTPが始まった。



そのMacは韓国語で動いている。

OSシステムがハングルトークで動いて

いることがわかった。日本では、漢字

トークというシステムだった。機械は同

じものでも、システムソフトOSが、韓国

語システムか、日本語システムかの違い

であった。

そこで、日本にあるMacにハングル

トークを入れると、韓国語ができるので

はないかと思った。韓国からシステムを

購入して日本のMacに入れると、韓国語

ができた。感動した。日本で購入した

Macで韓国語ができるのは、今ならあた

りまえのことだが、この時はまだ、どこ

もできないことができたのだから。

しかし、それは韓国語システムが入っ

たら、韓国語だけができて、日本語はで

きないのである。つまり、日本語は日本

語システム漢字トークでなければできな

いのである。

■

私はそこで日本語と韓国語が一緒にで

きる、混植ができる方法を考えた。シス

テムを混ぜればいい。つまり、日本語の

漢字トークと韓国のハングルトークを混

ぜる方法を考えた。そしてとにかく混ぜ

ると、日本語と韓国語が同時にできるシ

ステムになった。

それならと中国語システムを混ぜては

と、チャイニーズトークを混ぜた。する

と、中国語ができた！　日本語、韓国

語、中国語の３カ国語が同時に動くシス

テムができた。この３カ国語は２バイト

文字だ。文字の数が多い。あとの言語、

英語やフランス語、イタリア語などは全

部１バイト言語で簡単にできる。

これで、多言語システムが完成したの

である。やがて、日経新聞や、朝日新

聞、印刷業界紙にも取り上げられ、多言

語のKBSが印刷業界に名が出るように

なった。

プリンターで、いろいろと、韓国語や

中国語を出力した。いろんな書体できれ

いに大きな文字も印刷できる。

そのプリンターで出力した韓国語や中

国語を会社の表に貼りだした。それを見

たある青年が、自転車に乗って通りがか

り、これを見て入ってきた。川村さん

だ。若い青年で、中国など東南アジアに

関心のある青年だ。

ちょうどタイ語関係の仕事が入ってき

ている時だったので、彼にその話をする

と、大阪外大のタイ語を勉強している学

生を紹介してくれた。さっそくその人を

通して、タイ人留学生のアルバイトに来

てもらった。タイ語のMacシステムやタ

イ語フォントも手に入れることができ

て、タイ語の仕事は万全にできるように

なった。

この頃、インターネットが出始めてい

た。それまではニフティのパソコン通信

を通して外国語関係の人たちと情報を交

換していた。1995年12月に私はインター

ネットを見て、「これは使える」と、す

ぐ、ホームページを立ち上げることにし

た。HTMLのインターネットのプログラ

ム言語が、電算写植のコーティングとよ

く似ている仕組みであったので、すぐ

KBSのホームページを立ち上げることが

できた。1996年１月に日本語、韓国語、

中国語、英語の４カ国語ホームページを

立ち上げた。

このページを

見た中国人留

学生や台湾人

留学生からも

つながりがで

きて、中国人

のスタッフも

充実するよう

になった。

■

私はとにかく、冒険が好きだ。好奇心

が強いといえる。なにか新しいのが出る

と、それを試したくなる。そして、それ

が仕事に役立つか、可能性があるかと、

試行錯誤しながら使う。

最近も、iPhoneを手に入れた。はじめ

に手に入れたのが2008年、もう４年目に

なる。今は２代目のiPhoneだ。iPadも手

に入れた。とにかく何ができるか可能性

を秘めている。

ジョブズ氏はほんとうにユニークなも

のをこの世に出した人だ。それがとても

魅力的なもので、楽しさにあふれてい

る。そのジョブズ氏がこの世からいなく

なって、アップル社はその魅力を発信し

つづけることができるだろうか。
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Mac Ⅱciで日韓中の3言語混植ができた

当時の４カ国語ホームページ

私とMac Ⅱci、PC98と並べて使っていた

あなたがいなければ、多言語のKBSは生まれなかった。



Raising a bilingual child
Bree Salmon

Being the daughter of 
a n A mer ic a n f a t her  a nd 
Japanese mother, my 20 - 
month old daughter is, nat-
u r a l l y,  a  ch i ld  o f  m i xed 
heritage. Although she was 
born in a Japanese hospital 
in Nagoya, Japan, she is now 
fi guring out how to adjust to 
6-month-long summers here 
in the Arizona desert. 

Her mother and I speak 
to each other in Japanese 
around the house, with the 
odd English expression or 

interjection sometimes thrown in. This was how it was 
when we lived in Japan as well, but speaking Japanese 
has become more important now that we are in the U.S. 
because it is the only daily exposure any of us have to 
Japanese in our daily lives. It is also important for my wife 
to ward off homesickness and for me to keep my Japanese 
skills up. 

When speaking with my daughter, however, I f ind 
myself using English most of the time. I suppose this is 
because English is the language she will need to rely on 
to survive in the U.S. Without a strong comprehension 
of Engl ish, she wil l not be able to understand her 
grandparents, teachers, friends, and TV shows. She will 
also find it difficult to get information from the Internet, 
which will be as natural an activity for people of her 
generation as going to the library was for people just a 
short time ago. 

Yet ,  I  i m a g i ne  t ha t  one  o f  t he  most  d i f f i c u l t 
conversat ions I wil l ever have with my daughter—
assuming we continue to live in the U.S. —will be the 
one where I try to convince her of the benefits of being 
able to speak Japanese. How her knowledge of Japanese 
will allow her to not only, in the future, communicate 
with her grandparents and small group of Japanese 
friends effectively, but also see the world with a broader 
perspective. That speaking two languages builds neural 
connections and contributes to brain health is something 
that will no doubt be dif f icult to make a young child 
understand. 

But I will remind her of the many hours of watching 
and dancing to Anpanman cartoons, the giggling at 
the faces her mom and dad at the end of the nirameko 
shimasho song, and the cute stories in all those Japanese 
picture books. I hope she will think of these experiences 
as having helped her develop a sense of what it means to 
be Japanese. 

Ultimately, she will need to decide for herself whether 
or not to continue her bilingual education, or even take 
up a third of fourth language. It would be neat, however,         
if she grew up and was able to help her dad with some of 
his translation work!

バイリンガル子育て
ブリー・サーモン

私には1歳 8ヵ月の娘がいます。アメリカ人を父に、
日本人を母に持つ彼女は、異なる2つの血をもつ人になっ
ています。生まれたのは名古屋ですが、現在は、アリゾ
ナの 6ヵ月も続く夏がある砂漠の中での生活に少しずつ
順応してきているところです。
日本にいる頃からですが、妻と私は、家では互いに日
本語で会話をしています。時折英語での表現を交えたり
はするのですが、基本的には日本語。特にここアメリカ
では、私たち夫婦以外、誰も日常的に日本語を話しませ
んので、我が家にとって、家で日本語で会話をすることは、
娘が日本語を学ぶことだけでなく、妻をホームシックから
遠ざけ、私の日本語力の向上にもつながるという、とて
も重要なことになりました。
しかし、娘に対しては、私はふだん英語で話しかけて
います。英語は彼女がアメリカで生きていくのに必ず必要
な言語で、英語が分からなければ、私の両親（彼女の祖
父母）、学校の先生、友達、テレビ番組を理解すること
ができないからです。また彼女の年代では、間違いなく
インターネットが図書館のような役割になるでしょうから、
そこでも必ず英語が必要になってくるでしょう。
今後もアメリカに住み続けるとした場合、娘にどのよう
にして日本語を話せることの大切さを伝えていくかは、私
にとって大きな課題となると思います。日本語が話せると
いうことは、日本の祖父母や、ここに住む日本人とのコミュ
ニケーションが取れるだけでなく、さらに広い視野で世
界を見ることができるということなんだよ。また、多言語
を話すことにより、頭の回転が速くなり、脳の健康にとて
もいい……なんてことは、小さな子供にはとうてい理解で
きないことでしょうね。
しかし、アンパンマンのDVDを見て一緒に踊ったり、
私や妻と、「に～らめっこしましょ～♪」と歌ったり、日本
の絵本をたくさん読んだりすることで、彼女は少しずつ、
自分が日本人でもあるということを理解できるようになる
のではないかと思っています。
最終的に、2ヵ国語（英語と日本語）の勉強を続けて
いくのか、止め
るのかは、彼女
が決めること。
3ヵ国 語、4ヵ
国語と増やして
いくのも良いで
しょう。そして大
きくなって、パ
パの翻訳業を手
伝ってくれるよう
になったら……、
それ以上に嬉し
いことはないん
だけどな～！

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。翻訳者エッセイ  11
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大家好，初次见面！

我是负责中文工作的新社员

吕咏鸿。中国无锡（《无锡旅

情》中的无锡）人。今年10月进

公司的。

中日两国一衣带水，同为汉

字国家，相似却不同。我在中国

大学日语专业毕业后，来日本留

学。我比较擅长中日语言比较，

来日本后一边做着中文教师的工

作，一边在大学院里研究多文化

共生课题。历尽艰辛终于大学院毕业了。

在当今就业困难的时期，求职之路也充满坎坷。但是，毕业后

不久我就进入了KBS工作。其实，KBS打电话通知我面试的那天，

正好是我学位授予日；面试的那天正好是我来日本4周年纪念日。这

也许是命运的安排，跟KBS有缘吧。

进入公司后，大家对我悉心热情的指导，耳畔不时传来亲切的

关西话，……令我感受到了家庭般的温馨而和谐的工作氛围。这个

工作，和我以前的中文教师的工作经验——将日语的意思用最合适

的中文表达这一点是共通的，也符合了我在大学院里学习到的“多文

化共生社会形成的前提之一是多种语言的信息提供”这一观点，有很

多关联和衔接之处。这是在自己喜欢的领域，运用中日语言知识的

工作，是很有意义、很有价值的工作。

另外，我在中国读大学时，还学了一点韩语入门。虽然完全不

会会话，可是现在韩文的字还是会读的。对于我来说，在KBS这样

的以中日韩东亚语言文化为主的环境中工作，是一件非常快乐的事

情。这也是一种缘分吧。

我一定珍惜这种缘分和机会，认真学习，努力工作，为中日交

流更好地扮演桥梁和纽带的角色。请大家多多关照！

皆さん、はじめまして！
呂　咏　鴻（翻訳部　中国語担当）

私は中国語担当の呂咏鴻です。中国の無
むしゃく

錫（日本でも大ヒットした
「無錫旅情」の無錫）の出身です。10月に入社しました。
日本と中国は、一衣帯水の関係です。同じ漢字を使う国で、似てい
ますが少し異なります。私は、中国の大学で日本語学科を卒業し、日
本に留学しました。私は日中言語比較が得意なので、来日してからは
中国語講師をしながら大学院で多文化共生をテーマに勉強していまし
た。いろいろ苦労もありましたが、今年やっと大学院を卒業しました。
この就職氷河期の就職活動は大変でした。しかし、卒業後しばらくし
てKBSに入社しました。実は、KBSからの面接の電話連絡があった日は、
私の学位記授与式の日でした。そして面接の日は、日本に来て4年目の
日でした。何か運命的な縁をKBSと感じました。
入社後は、皆さんが親切・丁寧に教えてくださり、優しい関西弁も耳
に入ってきて、アットホームな雰囲気を感じています。KBSでの仕事は、
今までやっていた中国語講師の経験――日本語の意味を適切な中国語
で表すことにも共通し、大学院で勉強した「多文化共生社会形成の前
提の一つは、多言語情報の提供である」という点にも当てはまり、好き
な分野で日中言語の知識を活かせる仕事です。やり甲斐があります。
また、私は中国での大学時代に韓国語（初級）を勉強しました。会
話はできませんが、ハングルの文字だけは読めます。私にとってKBSと
いう、この日韓中の東アジア言語文化を多く目にする職場で仕事をする
のはとても楽しいです。これも何かのご縁があったのかな、と思ってい
ます。
今回のご縁と機会を大切に、日中の架け橋を目指し、しっかり勉強し

て頑張ります。皆さん、よろしくお願いします。

지팡이와 같은…

일본어를 한국어로 번역하고 교

정하는 것이 주된 저의 일입니다. 

하지만, 번역 일이라는 것이 결코 

쉬운 일만은 아닙니다. 이 일을 하

면서 매번 느끼는 겁니다만, 번역

이라는 것은 일본어를 잘해야 하

는 것은 물론입니다만, 저의 모국

어인 한국어를 더 깊이 이해하고 

잘해야 한다는 생각이 듭니다. 그

리고 풍부한 문장의 표현력을 위해서는 될 수 있는 한 책도 많이 읽어야 

하며, 신문 또는 뉴스 등의 미디어에서 자주 다루어지는 issue에도 민

감하게 반응해야 합니다. 

저희 회사는 다양한 분야의 번역 일들을 하고 있습니다. 관광, 교통, 

기술, 상품 등 범위가 굉장히 넓습니다. 그 덕분에 저는 여러 분야에 접

할 수 있는 기회가 많이 주어졌습니다. 그건 저에게 귀중한 체험입니다.

저는 길을 걷거나 멈춰서 있을 때면 항상 안내표시나 주위에 놓여 있

는 팸플릿을 보는 버릇이 있습니다. 아무래도 이 일을 하다 보니 자연스

럽게 몸에 밴 습관이죠. 어떻게 번역 되어 있는지 부자연스러운 부분은 

없는지 또 정확한 표기법을 사용하고 있는지 등 무심결에 보고 맙니다.

처음 일본에 왔을 땐 한국어 표기가 지금처럼 그리 많지 않아 일본어

를 전혀 몰랐던 저로서는 당황스럽고 곤란을 겪은 적이 한두 번이 아니

었습니다. 하지만 이젠 웬만한 곳엔 다 한국어 표기의 안내가 있어 얼마

나 마음이 든든한지 모릅니다. 제 모국어인 한국어도 국제화된 듯한 느

낌... 이렇듯 번역 일은 여행자나 다문화권의 사람들에겐 지팡이와도 

같은 것이라고 생각합니다. 저는 이 지팡이의 역할을 잘 감당할 수 있도

록 더욱더 열심히 좋은 번역을 만들어 내도록 노력할 것입니다.

転ばぬ先の杖
柳　美　善（翻訳部　韓国語担当）

日本語を韓国語に翻訳して、校正するのが主に私の仕事です。もち
ろん翻訳の仕事というものは、決して簡単なものではありません。この
仕事をしている際によく感じることがあります。それは翻訳というのは日
本語が上手であることはもちろんですが、私の母国語である韓国語もさ
らに深い理解が必要になってくるということです。それに豊かな文章の
表現力を持つためには、なるべく本もたくさん読まないといけないし、
新聞又はニュースなどのメディアでよく取り上げられる問題にも敏感に
反応しなければなりません。
私の会社では多様な翻訳の仕事を行っています。観光、交通、技
術、商品など、非常に広範囲です。そのおかげで、私は様々な分野
に接する機会が多く与えられました。これは私にとって、貴重な経験に
なっています。
私は外を歩くときなど、案内表示やパンフレットなどを立ち止まって
見る癖があります。これはこの仕事をしているうちに自然に身についた
習慣のようなものですね。どのように訳されているのか、不自然なとこ
ろはないか、また正確な表記法を使っているかなど、ついじっくりと見
てしまうのです。
はじめて日本に来たときは、韓国語の表記が今ほど多くなかったも
のですから、日本語がほとんどわからなかった私としてはずいぶん困惑
しました。でも、今では多くの場所に韓国語の表記の案内を見つけて、
なんだか誇らしい気持ちです。私の母国である韓国も国際的になった
なあ、という意味でも。翻訳という仕事は旅行者や多文化圏の人々に
は転ばぬ先の杖のようなものだと思います。私はこの杖のような役割を
果たすため、もっといいものを作り出せるようにこれからも頑張ってい
きたいと思います。
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ケイビーエス

社員ブログ
http://blog.kbsjapan.com/

２月にバイオレットの鉢植えを買ってきたが、忙
しさにかまけてほったらかしていた。ところがこの
２、３日でつぼみがふくらみ、かわいい花を咲か
せた。時がめぐりくると美しい花を咲かせる、そ
んな自然の姿に心をうたれる。

しかし、自然の姿は時に恐ろしい姿を現わす。
東日本を襲った大地震と津波。これもまた時が満ちるに及んで起こったことな
のだろうか。１年毎、10年、百年、千年、地球単位、気の遠くなるような時
のその瞬間を捉えた映像、津波がまるで生き物のように町や畑を蹂躪して
いった。自然の猛威の前に人間はあまりにも無力で立ち尽くす。けれどやが
て被災の地にも、瓦礫の下から青草が芽吹き、花をつける日がきっと来るに
違いない。

被災された皆様にお見舞いを申し上げます。亡くなられた方々のご冥福を
祈り、家族や友人を失くされた方々に心からの哀悼を捧げ、一日も早い回復
をお祈り申し上げます。

子どもの頃、夕焼け空
を見ると“明日もいい天
気！”と思って、うれしく
なったものだ。ところが
大人になってからは、そ
うは思わなくなった。夏
の夕暮れ時に夕焼け空を
見ると“あ～、明日も暑
くなるんだ”と思ってうん
ざりする。夕暮れは秋が
良いとされるように、確
かに秋の夕焼け空は美し

い。それだけじゃなく、このときの感覚が、子どもの頃に感じた“明日もいい
天気！”ってのに近い感じのような気がする。それで冬の夕焼けはというと、
これが不思議となんにも感じない。“えっ、もうそんな時間？”って思うくらい
だけだ。

いつの季節の夕焼けも映像にしてしまえば、さほど変わらないだろう。そ

れを見て美しいと思ったり、暑くなるんだと思ったりする。今の季節のように
寒い時期は、夕焼けとは関係なく、早く暖かくなったらいいのに…、と思った
りするのだろう。お日様は変わらなくても、それを見ている自分が変わってい
るんですね。

今日は一年のうちで一番寒いとされる大寒でした。そんなとき見てしまった
夕焼けは、たとえきれいであってもちょっとかわいそう。そうはいっても、“早
く暖かくなったらいいのに…”が本音かな。

僕がここ最近はまっているものは散歩です。風景
を見たり町並みを見るのは元々好きなので、大阪に
来てまだ日が浅く、全てが新鮮に感じる僕にとって
は最高の運動不足解消法となってます。

ただ、一日のどれぐらい歩こうという目標とかは
無く、今日は少し遠いスーパーに行ってみようとか
軽い気持ちで歩き始めると、2時間近く歩くことも
しばしばあったり。

その上、知らず知らずの内に、仕事で関わった観
光名所とかにも来ちゃったりしてて、散歩を初めて
から少し大阪のこと詳しくなったかなと自負してます
(笑)。

そろそろ暖かくなってきたので、春は桜が見れる
ところへ、また当てもなく回ってみたいと思います。

このところ寒い日が続いていますので、朝がどうしても遅くなりがちであ
る。目は覚めていても布団から抜け出せない、もう少し毛布の中で暖まって
いたい。そんな思いが起床時間を遅らせてしまう。その遅れをどこかで取り
戻さなければならない。しかし家族が同時に活動しだすので洗面所、トイレ、
お風呂などがかちあったりする。

私は毎朝髭をそって出かける（休みの日はその限りでない）が、電気かみ
そりが嫌いなので、三枚刃や五枚刃の手動カミソリでスッキリしたい。その為
にいつも朝に風呂を使う。ところが、いつの頃からか大学生の三男も朝や出
掛けに風呂を使うようになった。ライバルの出現である。時間のない朝でも
オシャレに気を使う息子の入浴時間は長いので、先に入られると私の持ち時
間がどんどんなくなり、ヤキモキさせられるので、極力自分が先に入るように
心がけている。しかし先に入ったら入ったで、今度は自分があまり時間を取る
と息子が遅刻する原因となる。それだけは絶対に避けなければならない。

そう思いながら体を洗っている時、いつも想い出すのは、何年か前の慰安
旅行で行った網走刑務所の風呂場だ。案内役の小柄で少しぽっちゃり気味の
おばさんが早口で説明する中で聞いた「受刑囚の入浴時間は３分間です。３
分で交代させられます」という言葉。いったい彼らはどんな技を使って３分間
で入浴したのだろう？　私はいくら一生懸命頑張っても１５分近くかかってしま
う。というのも、入る前には今日は時間がないから何かを省略して時間を短
縮しよう！ と思うのに、いざ洗い出すとどうしてもフルコース行かねば気がす
まなくなってしまうのだ。

3学期も始まり、また朝の戦争が繰り返される。この先まだ３年間もこのプ
レッシャーに耐えていかねばならないのか、と思うと厳しいものがあるが、入
浴の早業を磨くか、或いはもっと早く起きて、余裕を持つようにすれば良い
のか、苦しい戦いは続きそうだ。

2010年から始まったKBS社員のブログ。日頃感じた
ことを書き綴っていますので、どうぞお気がるにアクセ
スしてみてください。今号でもナルゲ紹介用に文章を少
し訂正し、いくつかをご紹介いたします。

春よこい
【03月28日】　林　芳　子

朝の戦争に網走刑務所を見た！
【01月14日】 　上間  行洋

さんぽ
【02月25日】　古謝  義正

朝の戦争に網走刑務所を見た！
【2011年01月14日】 　上間  行洋

冬の夕焼け
【01月20日】 　横澤  寅男

【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。

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す。
年末年始を下記の通り休業させていただきます。

なにとぞご高配のほど、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（木）〜 1月4日（水）　
2012年1月5日（木）午前営業、1月6日（金）より平常通り営業いたします。

201
1

6 　 ナルゲ（つばさ）45号　2012.1.1

吉野山

冬枯れの銀杏の枝の隙間から見える夕陽



ケイビーエスで運営している「KBS
まだん 韓国語教室」のお話です。毎
週火曜日の夜7時から韓国語教室が開
かれています。

今の教室では、従来の教科書だけで
はなく、韓国のKBS NEWSよりニュー
スを選んでそのビデオ放送を見ながら、
それを授業に取り込んでいます。これ
はただ単に文字を追いかけるのではな
く、耳から入った韓国語をできるだけ理解できるように、また韓国の今の状況
などを知って、新しい変化に敏感になるようと先生の薦めで始めました。

はじめは聞きなれない省庁の名前や、辞書にも載っていない単語が出てき
たりもして難しく感じていましたが、韓国社会の仕組みや興味深いニュースに
出会うと、教室の雰囲気が盛り上がって、以前の教室より活気が感じられま
す。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

http://www.hangul-net.com/school/index.html
※受講を検討されている方のための無料見学を受け付けています。

新しい建物と古い建物が共存する所。空
から

堀
ほり

地区
（大阪市中央区）！ 私は古い建物に興味があるので、
ワクワクしながら行ってみました。

多くの人が訪れていたので、建物の中にある喫茶
店は人でいっぱいでした。

ここは昔の長屋を再建築した建物だそうです。昔
の日本の家のことをよく知りませんが、たぶんこん
な感じでなんでしょうね。

三つの建物の中でも最も気に入った建物です。な
ぜかというと、屋根の上にある緑がとても素敵でした。なんか癒されますね。
古いものっていいですね。

今回は人が多くてゆっくりできませんでしたが、今度はお茶でも飲みなが
ら、ゆっくりと空想にふけってみたいです。

娘が通っている保育園では、春と秋の頃月に1回「お弁当の日」というイ
ベントがあります。お天気が良ければ近所の公園で、雨でも園内のホールな
どで園児全員でお弁当を広げて食べる、というイベントです。

園児が食べるお弁当…。ナニを入れたら良いんだろう？？ 野菜だってあんま
り好きではないのです。できるだけ、喜んでもらいたいし。

で、がんばった1回目のお弁当の写真がコレ（❶）
ちょっと…金時豆が渋すぎるかしら。一応玉子焼きは

ハート型にしてみたんですが。帰ってきた娘に「お弁当食
べた？」と聞いたら「うん。」それだけ…？　なにか感想は？

リベンジ！　と2回目のお弁当はコレ（❷）
若干、オニギリの顔がバカ殿っぽいですか？ 眉毛が太すぎた

のかしら…。しかも主人には「生首っぽい」って言われたし…。
娘に「お弁当、顔やったやろ？」と聞いても「…。」無視…？

次はこれだー！（❸） アンパンマン！！ わかりやすい！ ハズ！！ 
やっと「アンパンマン入ってたー」と娘からも感想をいた
だきました！！　そうか…。キャラが具体的に、なんなのか
わかんなかったのかな？ 

そう思って先日のお弁当は（❹）
パンダ+犬。コレは大喜びしてくれました！ 「パン

ダとブタ！！」と言ってましたが…。ブタちゃうで、わ
んわんやで…。喜んで全部食べてくれると、本当
に嬉しい。なので、「今度はどんなお弁当にしよ
う？」と今から色々考えています。

月に1 ～2度、囲碁を習っています。学
生時代に友人におそわって以来のことで、
まだまだ入門者ですけど結構おもしろいで
す。たて、よこ19の目に黒と白の石が交
互におきあい、陣地が多いほうが勝つので
す。先生との対戦は、ひと回り小さい13
路盤でしますが、先に黒石を何目か置いて
アドバンテージをもらう置碁（おきご）でしま
す。序盤はなんとかいけると思っていても、
しだいに戦いになり、ここは自分の陣地と思ってたところも、いつのまにか包
囲されてたりするんです。石の活死（いきしに）と繋がりが、まだまだなんで
すね。でも時には、最後まで堅くかたく打って、なんとか勝ったりするのでや
められません（いや、たまには勝たせてもらっているのかなぁ）。

駄目、布石、捨て石、定石など、数多くの囲碁用語は日本語の慣用句とし
ても定着しています。「将棋はするけど、碁はしたことないなぁ」という人が
多いですが、一度ためしてみてはどうでしょうか。

昨日の夜、私は心斎橋にある北京料
理の店で行われた中国語を勉強してい
る日本人と中国人との交流パーティー

（食事会）に参加しました。店の雰囲気は
とても中国式です。広くて中国より派手
そうでした。私は日本で初めてこんな中
華料理店に行きました。料理は全部本

場の味でした。北京料理の店だから北京ダックを食べました。私は久しぶりに
食べました。関西全域から来ていた35人ぐらいが集まりました。

ほとんど20～30代の人でした。その中、日本人のほうが多かったです。
多くは中国に留学した経験があり、中国語がぺらぺらです。最後にみんな
テーブルを越えて移動していっぱい交流しました。みんな一緒に食べながら
中国語でわいわい楽しく喋っていました。日本人同士の間でも中国語で喋っ
ていましたよ。とても面白かったです。とても賑やかで楽しかったです。

私は基本的に毎週日曜日の午後なんばにある日中交流のサロンに参加して
います。近年、中国に留学して、中国語を上手に喋る若い日本人が増えてい
ます。とても感心しました。中国語を教えた経験があり、日中交流に熱心な
私としては、このような活動があって参加するのはとても楽しいです。こ
のような民間の一人ひとりによる活発な日中友好交流ができて、とてもう
れしいです。

新しい建物と古い建物が共存する所
【10月21日】　柳　美　善

“KBSまだん”韓国語教室
【09月30日】　横澤  寅男

日中交流パーティー参加
【11月13日】　呂　咏　鴻

囲　碁
【11月04日】　李　秀　泰

園児のお弁当
【10月24日】　松本  佳代子
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●まもなく冬至を迎える。一年中でいちばん昼
が短く、夜が長い日だそうだ。夕方の陽の短さ
と寒さの訪れが手をたずさえて来ている感じだ。
今年は東北大震災が起こり、自然のおそろしさ
を改めて知らされた。それでも少しずつ復旧し、
人々はまた歩き始めている。寒さはこれからが
本番だが、冬至の次の日からは、今度は昼が少
しずつ長くなっていくのだ。まためぐり来る春の
ことを思って、この冬を迎える。          （李秀泰）

　　　　
編 が短く、夜が長い日だそうだ。夕方の陽の短さ

と寒さの訪れが手をたずさえて来ている感じだ。
今年は東北大震災が起こり、自然のおそろしさ
を改めて知らされた。それでも少しずつ復旧し、
人々はまた歩き始めている。寒さはこれからが
本番だが、冬至の次の日からは、今度は昼が少

編
集集

後
本番だが、冬至の次の日からは、今度は昼が少
しずつ長くなっていくのだ。まためぐり来る春の
ことを思って、この冬を迎える。          （李秀泰）

人々はまた歩き始めている。寒さはこれからが
本番だが、冬至の次の日からは、今度は昼が少

後

記

●2011年を象徴する漢字は、「絆
きずな

」だそうで
す。ほんとうに多事多難な年でした。3月にあっ
た地震、津波、そして、それに続く原発事故等。
まるで日本中が悲しみに覆われたかのようでし
た。しかし、その悲しみの中で、助け合いの心
と温かい人々の気持ちが感じられた年でもあり
ました。なんだか、今の私にいちばん身近なこ
とがいちばん大切なことだということをほんと
うに気づかせてくれた年でした。       （柳美善）
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「あっ、しまった」。先生から
きびしい一手が。
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スルッとKANSAI様で発行されているイ
ンバウンド旅行者向けの「KANSAI THRU 
PASS」に付属するKANSAI THRU PASSガ
イドブックをKBSで制作しておりますが、
このガイドブックは日本国内だけではな
く、韓国国内でも販売されており、その配
送業務も請け負っています。
日本国内と韓国国内に、それぞれ
KANSAI THRU PASSガイドブックを保管
し、スルッとKANSAI様の配送指示に応じ
て各クライアントにガイドブックを発送す
るという業務で、毎月20回程度の配送指
示があります。

済州島（チェ
ジュド）は、韓国
の最南端に位置
する小さな島で
す。いまこの島
がたいへん脚光
を浴びています。
2001年ユネスコ
世界生物圏保全

地域指定、2007年世界自然遺産登録、
2010年世界ジオパーク認証につづき、
2011年新世界７大自然景観のひとつに
選定されました。
済州島は、日本との関わりがとても深

いのをご存知ですか？　戦前から済州
島・大阪間の直通航路が開通し、多くの
人々が日本に来られました。

 スルッとKANSAI様

《ガイドブック配送業務》

 在日本関東済州道民協会様

《記念誌編集印刷業務》

最初は、毎回メールで指示をもらってか
らそれを物流会社にメール転送（韓国へ
の指示の場合は、指示内容をその都度翻
訳してメール送信）していましたが、どう
してもタイムラグが生じるのと、人手がか
かるため、専用の配送管理システムを立
ち上げました。
現在では、スルッとKANSAI様がウェブ

上の管理画面で配送指示内容を入力いた
だくと、自動的にKBSと物流会社に指示内
容がメール送信されます。韓国の場合は、
自動的に韓国語のメールが送信されるよう
になっています。
また、配送を完了した後に物流会社が

システム上で配送完了ボタンを押すと、同
様にスルッとKANSAI様とKBSに配送完了
した旨のメールが送られてくるようになって
います。
配送指示を出したものは在庫数量にも

反映されるため、ウェブ上でリアルタイム
に在庫確認も可能です。
この配送管理システムのおかげで、非
常にスムーズに配送業務が行われており、
お客様や物流業者からもご満足いただい
ております。

在日本関東済州道民協会は、済州島に
ルーツを持つ方々の親睦団体ですが、創
立50周年記念誌「漢拏山（ハルラサン）」
を発刊するにあたり、編集印刷をさせてい
ただきました。
当初は、B５判で最近10年間の活動を

中心に、写真を多く入れたいとのご要望で
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した快挙であった。このドラマの主人公のペ・ヨンジュンとチェ・ジウは韓

流の代名詞になった。イ・ヨンエ主演「チャングムの誓い」、ぺヨンジュン主演の「太王四神記」

のセット撮影地は済州道の観光名所になっている。また、「太王四神記」は

宝塚歌劇団でも上映された。
2004年８月13日第28回夏季オリンピックが、アテネで開催された。同年12

月16日、スマトラ島沖地震が発生。津波などにより14カ国以上で22万人が死

亡した。2005年３月16日、島根県議会で「竹島の日条例」が成立し、韓国の

反日感情が高まった。同年４月25日JR福知山線の脱線事故が起き、102人が

死亡した。

「在日本関東済州道民協会」に改称

本会は「在日本済州開発協会」として発足したが、1992年７月、故郷済

州道の発展と共により相応しい「名称」を求め、現在の「在日本済州道民協

会」と改称した。創立当時より志を共にする在日済州道出身者を会員として

日本国内、特に東日本の同胞を幅広く募るため、冠に「在日本」を標榜して

来たいきさつがある。しかし時の流れとともに組織の構成やあり方が変わる

ものであり、2005年３月７日定例役員会において満場一致にて決議された。

新しい称号については、「在日本関東済州道民協会」と称号に「関東」の２

文字を加え、現在の協会運営の実情に即した名称とすることに決定した。

■K・S・Kビル（済京ビル）会館披露式典2004年７月９日 東京上野「精養軒」

において、K・S・K ビル会館披露式典

が、当協会役員・会員並びに国内外か

ら多くの来賓を迎えて挙行された。
在日本済州道民協会は1961年に発足

し、会員の会費等で運営をしてきた。 

発足以来44年、念願であった収益物件

第45期　2004.6～2005.5

20
04.6～2005.5

第45期

主　要　行　事

2002年に韓国KBSで放送された「겨울연가（キョウルヨンガ）」は、日本

では2003年４月～９月にNHK BS2で「冬のソナタ」のタイトルで放送される

や中高年女性を中心に大きな反響を呼んだ。主人公のぺ・ヨンジュンは“ヨ

ン様”と言われ、2004年ペ・ヨンジュンが来日した時、羽田空港には５千人

の熱狂的ファンが待っていた。
解放後、1980年代中頃までは日本国内の韓国のニュースは軍事政権と民主

化のニュースだけだった。1988年ソウルオリンピックを前後にして韓国の伝

統芸能のパンソリを描いた「西便制」が日本TVで放送され話題になった。

2000年代に入って、南北の分断をテーマに共同警備区域で起きた南北韓の兵

士の物語「JSA」と韓国に潜入した北韓の工作員と韓国諜報員との悲恋を描

いた「シュリ」が日本で大ヒットした。

こうした流れで韓流が始まり、「冬のソナタ」は韓流ブームを決定的なも

のにした。韓国のことになると食わず嫌いの日本の中年女性層の韓国に対す

るイメージを完全に変えさせた。その後、「チャングムの誓い」で女性だけ

でなく男性たちにも層を広げ、次々と韓流スターが登場、多くのテレビドラ

マも、お茶の間の人気を集めた。
日本の奥の間（アンバン）で韓国文化の大革命が起きた。誰もが成し遂げ

られなかったことを日本の普通の女性らが韓流の熱風を日本列島に巻き起こ

「韓
ハン

流」ブーム起こる
10年の歩み
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KBSでは、継続的かつ頻繁に受注がある案件については、ウェブを通じて
簡単に受発注進捗状況がリアルタイムで把握できる工程管理システムを
無料でご提供しています。いくつか導入例をご紹介しましょう。




