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事業概要 

事業目的： 

事業名：通訳案内士専門性研修支援事業 

 現在、政府においては観光立国の実現に向け、訪日外国人旅行者3,000万人時代を見据えた
受入環境整備の一環として、訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応できる体制づくりを進
めているめている。 
 
 特に、言語環境の異なる外国人旅行者を案内し、我が国の魅力を直接発信する役割を担っ
ている通訳ガイドは、リピーターなど訪日外客の増加が見込まれる中で、その発信内容につ
いてさらなる高度化・専門性が求められている。度
 
 こうした中で、訪日外国人旅行者のニーズが高い我が国の歴史、文化、産業、生活様式と
いったテーマについて、高度かつ専門的な事項にわたり、的確に対応できる通訳ガイドの育
成が重要であるとの認識の下、通訳ガイドの専門性の向上に資するための事業を実施するこ
ととするととする。 
 
 具体的には、訪日外国人からのニーズが高い専門テーマに関する研修モデルカリキュラム
を作成し、カリキュラムを利用したモデル研修事業を実施すると共に、カリキュラム内容や
研修効果の検証・分析といった取り組みを行うことを通じて、通訳ガイドに対する専門研修研修効果の検証 分析と た取り組みを行う とを通じて、通訳ガイドに対する専門研修
の受け皿となる基盤づくりにつなげ、訪日外国人の受入環境の整備・充実を図ることを目的
とする。 
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通訳案内士専門性研修 開催概要 

研修テーマ・日時・会場 研修のねらい 研修カリキュラム研修テ 日時 会場 研修のねら 研修カリキ ラム

関西地区テーマ： 
「高度日本文化 
 ガイディングスキル」 
 

外国人旅行者に「日本文化」をより正しく理
解していただくために、訪日外国人旅行者か
らのニーズが高い日本食、建築、武道につい
て 各分野の専門家の方々にご講義いただき

基調講演 
「日本文化に流れる精神性」9:00～10:00(60分/座学) 
 講師：東洋文化研究者 アレックス・カー氏 

講座1 
「世界を魅了する日本の食文化」10:10～11:40(90分/座学) 
 講師：株式会社魚三楼 代表取締役 荒木稔雄氏 

日時：平成22年12月3日(金) 
   9:00～18:00 
会場：京都社会福祉会館 
   第5会議室 
実地研修場所：二条城 

て、各分野の専門家の方々にご講義いただき、
日本文化の特性と魅力を学ぶ。また、基調講
演には、東洋文化研究者であるアレックス・
カー氏をお迎えし、日本文化の根底にある日
本人の精神性についてご講演いただく。  

講座2 
「建築文化を通じた多面的なものの見方・本質の捉え方」 
 12:40～16:10（210分/座学+二条城実地研修） 
 講師：一級建築士 枝川裕一郎氏 

講座3 
「武士道と日本人」16:20～17:50（90分/座学） 

講師：関西大学 国際部 准教授 アレックス・ベネット氏 講師：関西大学 国際部 准教授 アレックス ベネット氏 

関東地区テーマ①： 
「山梨（富士山）地域 
 のスペシャリスト育成」 
 
日時：平成23年1月20日(木)

世界に誇る日本の観光資源である富士山につ
いて、富士山がもたらす自然の恵みや、古く
から霊峰富士とし 人々に崇められ きた富

講座1-1 「リニア中央新幹線実現に向けて（座学）」 9:00～10:00（60分） 

講座2 「富士山の知られざる自然の意味～地形と風土」 
 10:10～11:50（100分/座学+会場周辺の森林にて実地研修）  

日時：平成23年1月20日(木)
   9:00～17:00 

会場：山梨県環境科学研究 
    ホール 
実地研修場所：山梨県環境科学
研究所周辺の森林・北口本宮富

から霊峰富士として人々に崇められてきた富
士山と日本人の精神性について、各分野の専
門家にご講義いただき、富士山の知られざる
一面を学ぶ。また、リニア中央新幹線につい
て日本の最先端リニア技術と開通に向けた取
り組み内容について学ぶ。

講座3 
「富士山と日本人の精神史」 
 12:40～15:20 
 （160分/実地+北口本宮富士浅間神社・旧外川家住宅実地研修） 

講座
「リニア中央新幹線実現に向けて（実地）」研究所周辺の森林・北口本宮富

士浅間神社・旧外川家住宅・山
梨県リニア見学センター 

り組み内容に て学ぶ。
講座1-2 リニア中央新幹線実現に向けて（実地）」

 16:20～17:00(40分/山梨県リニア見学センター実地研修） 

関東地区テーマ②： 
「新しい日本の魅力発見」 アニメやマンガに代表される日本のポップカ

ルチャーについて、各分野の専門家にご講義
講座1 「日本のアニメ・漫画の特徴と魅力について」 

 9:30～11:10（100分/座学） 
 
日時：平成23年1月31日(月)   
   9:30～18:00 
会場：東京都中小企業振興 
   公社秋葉原庁舎 
   第1会議室 

いただき、日本のポップカルチャーの発信基
地である秋葉原の歴史や外国の児童文学との
比較による日本のアニメ・マンガの特性と魅
力を学ぶ。また、在日外国人である講師に、
外国人ならではの視点で日本の新しい魅力と
外国人への伝え方についてご講義いただく

講座2 「言語のプロから学ぶ新しい日本の魅力の伝え方」 
 11:20～13:00（100分/座学） 

講座3
「秋葉原の歴史と文化」 
 14:00～18:00:（240分/座学+秋葉原周辺にて実地） 
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実地研修場所：秋葉原周辺
外国人への伝え方についてご講義いただく。

 

※関東地区テーマ①・②の研修カリキュラム及び講師は11月下旬に決定いたします。 



研修アンケート概要 

修 講 修終 後 施

アンケートの目的
（明らかにすること） 

①本研修全般に関する評価 
②各講座における受講者の習得度 
③本研修 習得した内容 今後 活用方法

研修受講者に対して、研修終了後、アンケート調査を以下の通り実施する。

③本研修で習得した内容の今後の活用方法

アンケートの 
配布と回収 

研修当日、事務局より受講者にアンケート用紙を配布し、研修終了後、会場にて回収いたします。 

方式 選択式（一部記述式）方式 選択式（ 部記述式）

分量 A4 2枚程度 

 
 

①本研修全般に関する評価 
・本研修の印象について 

 
 
 
 

・研修テーマ、開催時期、開催場所は適切だったか。 

②各講座における受講者の習得度 
・各講座の満足度（講義内容、テキスト内容、実地研修内容） 
・各講座で学んだことは何か。新しい発見や気づきを書いていただく。

 
質問項目案 

各講座で学んだことは何か。新しい発見や気づきを書いていただく。

③本研修で習得した内容の今後の活用方法 
・本研修で今後の自身のガイディングに役に立つと思うことは何か。 

④回答者属性 
・氏名、性別、年代、通訳案内士資格取得年、所属団体名等 
・本研修の受講動機 
・ご自身が得意とする分野 
・今までに受講した研修内容と今後受講したいと思う研修テーマ 
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通訳案内士専門性研修 受講者募集について 
受講者募集期間・募集定員・募集方法 

研修テーマ 募集期間 募集方法 

＜関西地区テーマ＞ 
 
①JTBGMTウェブサイト（日本語）に募集要項及び関西地区テ

高度日本文化 
ガイディングスキル 
（定員：100名） 

募集開始：11月4日（木） 
募集締切：11月18日（木） 

①JTBGMTウェブサイト（日本語）に募集要項及び
申込書を掲載いたします。 
 
※JTBGMTウェブサイトURL： 
http://www.jtbgmt.com/jp/index.htmlhttp://www.jtbgmt.com/jp/index.html
 
②募集要項をご確認の上、申込書に必要事項をご記入
いただき、以下の通訳案内士専門性研修支援事業事務
局のE-mailまたはFAXにご送付いただきます。

 
＜関東地区テーマ①＞ 
山梨（富士山）地域の 局のE mailまたはFAXにご送付いただきます。

 
 通訳案内士専門性研修支援事業事務局 
 （GMTツーリズム総合研究所内） 

E-mail: trig@gmt.jtb.jp

山梨（富士山）地域の
スペシャリスト育成 
（定員：80名） 

募集開始：11月25日（木）  E mail: trig@gmt.jtb.jp
  FAX: 03-5495-0807 
  （担当：高橋/西野） 
 
※募集開始と共に、通訳案内士15団体の皆様に募集

募集開始：11月25日（木）

募集締切：12月9日（木） 

＜関東地区テーマ②＞ 
新しい日本の魅力発見 ※募集開始と共に、通訳案内士15団体の皆様に募集

開始の旨、各団体代表メール宛にご連絡いたします。 
 
※申込者数が定員を超える場合は、抽選とさせてい
ただきます。

新しい日本の魅力発見 
（定員：100名） 
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ただきます。


