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Suggesting a drastic change in the examination

system through my experiences as an organizer 

of the volunteer guide group 

試験のやり方について
ドラスティックなチェンジを提案その１

ボランティアガイドグループのオーガナイザーの経験を通して



第一次

• 口頭試験 Oral Examination

• Communication Skill is the top priority for a guide

第二次

• 筆記試験 Written Examination

• General Knowledge (world current affairs, world conflicts, etc.)

合格後

•研修・実地研修 Attend training session in guiding and practice

•合同研修 ＊Collaboration with local volunteer guides 



ability to speak (talk) is the “KEY” to a guide

＊Communication Skill is the top priority!! 

そこでまず第一次試験に≪oral exam.≫を実施

～英語でのコミュニケーション力をまずチェック～

≪口述試験≫を第一次試験に！！

＊a guide should be an excellent “Story-teller”

and an charming “Entertainer” 



Then, give a written exam.,

第２次試験で「筆記」を・・・・

＊コミュニケーション力試験合格者に筆記試験で

≪日本文化や歴史≫や「政治・経済」等の

一般常識をチェック・・・・

（知識は試験後も研修などでさらに学ぶべき）
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筆記試験問題として出すべき大事な事項

＊Current World Affairs, Current Global issues, 

news topics and / or world conflicts, etc.

世界で起こっている最新の出来事, 特に政治的、

経済的問題、そして、紛争問題、等など・・・・・・

＊日本とゲストの国々の現状把握 ガイドには必須



Glocalization (Globalism and Localism)

地域からグローバルに発信

* “Knowledge Exchange” with Local Volunteer Guides

and Professional Guides is the key to success

＊Need for fewer, but deeper collaborative partners

＊Local volunteer guides are deeply attached to

their own hometown, so they do much more 

affectionate guide.



＊「仕事」としてではなく「善意に基づき自主的に行う」からこそ、自分

たちの地域、故郷に対する愛着と誇り、を動機とした「深い知識」を

持つボランティアが多い。

＊最近のボランティアガイドは、深い専門的知識を持っている。

特に自分の地域のことに関しては、国家資格を持つ通訳案内士の

一般的知識より奥深いし、幅広い、といえる。

(着地型ガイドの有効的活用が求められる）

●通訳案内士は報酬を得て職業として行う国家資格であり、善意に基づき自主的
に行うボランティアガイドとは根本的に異なる。



Drastic change

part 2
Written

examination:

Preparing questions 

and answers in 

English only

Making new type 

of questions:

Understanding “Life and 
Culture” based on

religion
(Diversity and Integration)

Understanding 
religious believers 

will be a very
important issue for 

future guide



• 問題の内容を「Tricky なもの」にする
よりも出題も

•或は「落とすために難解なもの」にする

よりも
答えも

•全てを英語にすることで、英語自体の

理解力が一目瞭然となり
全て英語で

•又英語での表現力も測れる・・・その理由



試験内容へ新しい視点を！
その１

日本文化を知り伝えることが出来ることも重要

だが今後は
異文化理解の大切さが更に求められる！



異文化理解・多文化共生
Comprehension of  different cultures   

＆ Integration  

宗教に基づく生活規範

13



特に、宗教規範に基づいた生活習慣や風習への理解

その中でも、特に日本人に馴染みの薄い

イスラム教やユダヤ教規範に基づいた生活習慣

などを知ることは、今後重要、試験に出すべき！

特に現状況下、きちんと学び、偏見を持たないように

すべき ! その理由



Halal Market and Opportunities

The global Muslim population will grow 22% by 2030

Halal products and services have been in demand

Permissible products according to the Syariah (Islamic Law) 

can’t be mixed with other products 

 can’t be cooked with other food, 

 can’t be used in the same kitchen

Halal Certificate Significant difference with certified or not！



16

世界人口の４分の一を占めるイスラム圏
約１６億人 イスラム諸国

牛肉OK!! ドバイでは和牛200g1万6千円
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

国内の居住者すでに数万人

イスラム圏の市場開拓（ハラルビジネス拡大）

「Halal ハラール認証」牛肉の輸出拡大

ハラール食品世界市場６千億ドル

イスラム圏からの観光客誘致



その理由・・・熊本の例から：
熊本県は２０１４年度を「ハラール元年」と位置付け

インドネシアとトルコのハラール認証 取得

＊人口2億5千万うちイスラム教徒85％

＊ Global Halal Center 設置

食肉センターでの肉処理（阿蘇・天草に Halal Park 設置）

豚やほかの肉と同じ敷地での肉処理は認められない

熊本市はマレーシア（人口の60％イスラム教徒）と締結

観光促進（特にインバウンドに力を入れている）



18

試験内容へ新しい視点を！その２
安心安全対策 Safety and Security 

緊急事態に備えておくべき問題を・・・・

*緊急避難の訓練について

＊「地域の人々と共に」がキーワード

*避難誘導 ⇒ 指定避難場所の確認
ホテルや旅館、お店等の敷地外への避難

＊バリアフリーの避難場所確認（各地域）
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各種の地図の認識・活用
シチュエーションを想定した問題

フロアーマップ Floor map 非常口確認・暗記

ハザートマップ Hazard map 避難ルート確認・暗記

エリアマップ Area map 地域の地図確認・暗記

ルートマップ Route map 車で移動に備えて・・
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≪テロ対策≫についての問題も・・・
テロはもはや他人事ではない！

～ガイドに求められる新しい任務～

国際会議開催時＝主催団体・責任者等との情報共有

VIP滞在時ホテル内外での行動把握

外国のVIP （異文化理解必須） 各部署との連携

マラソン大会等開催時など何をすべき?

コース把握、緊急時のテント位置把握、等々

メディア対策（海外からのメディア含む）～何をどうする?



Women & Children

Disability and Elderly people 

LGBT   (LGBTIQ)

Immigrants

試験内容へ新しい視点を！その３

一般常識としてMinority groupに関する質問も・・・・
Diversity & Inclusion + Integration

Global Hospitality （ゲストの国々の状況を知る）



試験内容へ新しい視点を！その４

ホスピタリティーとおもてなしの主な違い、知ってる?

●自然遺産や観光施設に入った際、旅行客に現地のルールを守らせるよう注意
喚起することも、通訳案内士に求められる役割。

《ホスピタリティ》と一般的に言う日本の≪おもてなし≫
の違いはまさにここにある！！

「ホスピタリティ」は相手と対等な関係
与えるものと与えられるものが互恵関係にある

互いを認め合うことがホスピタリティーの極意



外国で言う「サービス（サーバント・奴隷）」の考え方
があり≪お客様は神様≫的な上下関係がある

外国人にとっては≪フレンドリー≫であることも
≪ホスピタリティ≫

礼節を重んじる日本人は相手との間に距離感を保つ

フレンドリーになり切れない！

日本のおもてなし



熊本県/通訳案内士資格所有者数現状

 英語 50名

 中国語 15名

 韓国語 9名

 フランス語 3名

 スペイン語 1名

合計７８名(as of January, 2015）



国家資格所有者からの意見（熊本県に限って・・・・）

＊せっかく所有していても、仕事はほとんどない

⁂行政機関（県も市も報告制度がないため）活動状況の実態把握不可能

行政との連携必要/行政も観光誘致をするならガイドとの連携も考慮すべき

＊旅行会社に就職するか契約者となって働く以外は、独立したプロのガイド

としては生活不可能、そのため英語塾の講師や高校でパートで教えている

＊福岡は近いので福岡に登録し仕事をしているが、月１～２回あるかないか

の現状（それも季節による）現在福岡も中国語韓国語の仕事の方が多い

＊子育て中の母なので泊りの添乗員を兼ねたガイドは無理

＊添乗員的仕事、と、ガイドの仕事、はきちんと分けるべき



過去の検討会における意見に対して・・・

私の見解をのべます



 安価で質の高い研修を一括でできる機関はないか？

プロのガイドほどの質の高い知識とスキルを持つ各地域の
ボランティア団体と提携してみては・・・・・・・

（例えば）私たちNPO Discovery Kumamoto Volunteer Organizationでは、

月一回研修を開き、総合的なホスピタリティ・マインドを備えたガイドになるべく訓
練している。 メンバーの中に既に通訳案内士の国家資格を持っている者たちが
いるので、新しいメンバーやまだ未熟なメンバーたちの質を高めるために、必要
に応じて彼らに活躍してもらっている。 教えることで、彼ら自身のスキルもアップ
する、という相乗効果がある。



＊私たちは、すでにメディカルツアーに対応すべく「メディカルホスピタリティ」

を視野に入れ準備中である。 《ホスピタリティ》の視点から、患者自身

は勿論のこと、患者の家族や友人たちなども含めたメディカルツアー

として熊本へ来るツーリスト達へのサポートを考慮している

（例えば、日常生活的サポート、買い物や食事に付き合う等も含め・・・）

●産業や医療、建築や日本美術、秋葉原やナイトライフなど、様々な専門分野に
精通したガイドを増やしていくことが必要。



●留学生は接客技術等が未熟なため、トラブルも多い。適切なトレーニングを
行うことで、使い勝手が良くなるのではないか。

旅先では、同郷の人にガイドしてもらうのは快適なので、特にアジア言
語など、外国人ガイドを前向きにとらえるべき。

熊本県の日本語と日本文化を学んでいるアジアからの留学生にむけて
日本語で『熊本城ボランティアガイド養成講座』（ホスピタリティも含めた
講座）を開き、修了時には、その中の2～3人に日本語でガイドのデモン
ストレーションをしてもらったが、とても楽しんでいた。彼らが熊本を好き
になり、帰国してからも次世代へ伝えてくれ、長い友好関係を築ける、
いいプログラムだと自負している。



ボランティアガイドの活用
ボランティアガイドの技能判定を行い、能力あるものを有償活用できればよい。
但し、有資格者との差別化は必要。

 この意見には異論があります。
ボランティアガイド個人ではなく、団体と連携し、団体の責任者に、
ニーズに応じて、対応できるガイドの選択権を持たせるべき。
また、ボランティアが無償とは限らない（チャリティー活動とは異なる）。
特に、団体として活動している場合は、その団体の維持発展のため
の運営資金が必須。そのためにも有償でやっているところが多い。



お客様は、県単位ではなく地域単位でお越しになる。特に県境にある観光ス
ポットでは、使い勝手が悪く、隣の県へ受け渡しをスムーズにしなければなら
ないのが課題。

 私たちにもこれが課題でした。
外国からくるゲストを阿蘇にガイドした後、大分や宮崎に行くので繫い
でほしいとの依頼があった・・・・・。その時は、出来なかったが、今回
≪九州ボランティアガイド研修会 in 宮崎≫に参加した時、意識的に、

九州の他県のボランティア団体の方々と、友好関係を結ぶように努め
ました。≪英語でガイドの九州連帯≫が必要だと実感しました。



最後に・・・・

観光促進を通して地域振興をやろうとしているのであれば、その地域に

密着したガイドを育てるような試験方法にもっと重点を置くべき！

（地域限定通訳案内士や特例通訳案内士の育成急務）

そして地域のボランティアガイド（団体）との関係をもっと緊密に!!

≪地域から世界へ≫

英語でのコミュニケーションはパワフル！
個人対個人の関係をグローバルに築ける！
FBやTwitter等もっと活用すると・・・・・
リピーターが増える、しかも若者たちの交流が・・・・


