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As I write this, WASLI
私がこの文章を書
has
just heard from
いていると、アジア
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研究会、日本手話通
that
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訳士協会は、全日本
ろうあ連盟との連携
drive any distance to
のもと、懸命な努力
find out how people
をして、現地のろう
are.
者が必要な情報を得
、可能な限り通訳者
Enormous efforts are
も配備するための最
being made by NRASLI
大限の努力がされて
& JASLI working in
いるのかを確認して
conjunction with the
いるようです。
Japanese
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日本の手話通訳者
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of the Deaf to ensure
いるのがちらりとテ
that everything is being
レビに映っているの
done to see that Deaf
を見たことは励みに
people have access to
なりました。
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need and that sign
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possible. It was
heartening to glimpse a
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国連障害者権利条約の11
国連障害者権利条約の
ＷＦＤと議論を始め、世
ＷＦＤと議論を始め、
条には、大災害の危機や
11条には、大災害の危機
界中の状況の把握と分析を
世界中の状況の把握と分
Disabilities requires
is readily available in
required?
自然災害を含む危機的状
や自然災害を含む危機的
進め、よい実例の共有方法
析を進め、よい実例の共
states to take the
times of emergency.
WASLI takes this
況においては、各国が障
状況においては、各国が
を探り、緊急時にも手話通
有方法を探り、緊急時に
necessary
measures
害者の保護と安全を確保
障害者の保護と安全を確
matter very seriously.
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訳者体制が整うための合意
も手話通訳者体制が整う
to ensure
the
する必要な措置を取るよ
保する必要な措置を取る
協定作成を目指します。
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experiences to
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ように、と書かれていま
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指します。
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これは当然ながら、手話
これは当然ながら、手
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analyse experiences
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日本やその他の国々で自然
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from
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information in sign
language and the use
of interpreters when

that sign language
interpreting provision

Links to interpreted post-disaster information in New Zealand and Australia
ニュージーランドとオーストラリアでの災害後の情報に関するリンク
See
here for links to information about the Queensland floods, as well as media briefings interpreted into Auslan
(Australian Sign Language): http://www.deafsocietynsw.org.au/floods/
クイーンズランドの洪水に関する情報はこちらのリンクを。オーストラリア手

See
here for an article about signed language interpreting in New Zealand following the earthquake in
話での記者会見も見られます：http://www.deafsocietynsw.org.au/floods/
Christchurch: http://www.stuff.co.nz/national/christchurch-earthquake/4805402/Sign-man-becomesvital-link

ニュージーランドのクライストチャーチでの地震に関する手話通訳の記事：
And
here for an example of a press conference interpreted in NZSL (New Zealand Sign Language): http://
http://www.stuff.co.nz/national/christchurch-earthquake/4805402/Signwww.3news.co.nz/VIDEO-Christchurch-quake-press-conference-Monday-morning/tabid/309/articleID/200207/
man-becomesvital-link
Default.aspx
ニュージーランド手話での記者会見の例：www.3news.co.nz/VIDEOChristchurch-quake-press-conference-MondayGhana: Deaf Demand more Sign
morning/tabid/309/articleID/200207/Default.aspx
Shortage of ASL Interpreters in Quebec
Language Interpreters
ガーナ：より多くの手話通訳者を
ガーナ：より多くの手話通訳者を

Story
http://www.worldwithouthearing
。 from: http://
www.worldwithouthearing.com/
.com/
より
http://www.worldwithouthearin

g.com/

ケベック州でＡＳＬ通訳者不足
Storyケベック州でＡＳＬ通訳者不足
from: http://
http://www.worldwithouthearing.com
http://www.worldwithouthearin
www.worldwithouthearing.com/
/ より
g.com/

Members of the National Deaf Association of
ガーナろう者協会会員がcitiFMにて手
Ghana
told Citi FM that they want the government
話の学習と通訳雇用促進を政府に対して
to encourage more people to learn sign language
訴えました。ガーナ手話が公用語として
and
employ more interpreters. They say this could
認められれば可能ではないか、と彼らは
be
possible if the country’s sign were recognised
考えています。
as
an official language . They pointed to the
彼らは最近病院で死亡したKofi
Mensah
recent
death of a deaf man named Kofi Mensah,
という３４歳の男性について指摘してい
34,
at a hospital. Mr. Mensah’s wife brought her
ます。彼の妻は夫が呼吸困難に陥ったた
husband
to the hospital because he had trouble
め病院へつれて行きました。妻もろう者
breathing.
His wife was also deaf and neither of
で２人とも読み書きがでませんでした。
them
could read or write. There was no way for
妻は医者に対し、夫の心臓病の病歴につ
Mrs.
Mensah to explain her husband’s history of
いて語ることができなかったのです。そ
heart
trouble to the doctors, so he died without
のため、適切な処置を受けられずに夫は
proper
treatment. There are an estimated 20,000
亡くなりました。
deaf
Ghanaians in the country.

ガーナにはおよそ２万人のろう者がい
ると推測されます。

CBCによれば、フランス語圏であるケ
CBC reports
that there is a critical shortage of
ベック州では危機的にＡＳＬ通訳者が不
American
Sign Language (ASL) Interpreters in the
足しています。さらに多くの専門家の養
predominately
French-speaking province of
成も必要です。ケベック州には数千人の
Quebec
and that more professionals need to be
英語使用者がいるにもかかわらず、１０
trained.
There are thousands of deaf Anglophones
人ほどしか有能な通訳者がいません。ケ
in Quebec
but only a about 10 qualified sign
ベック州には正式な大学の視覚的通訳プ
language
interpreters. There is a growing need for
ログラムへのニーズが高まっていると、
a formal,
bachelor's degree program in visual
モントリオールのケベック大学言語学講
interpretation
in Quebec, says University of
師スザンネ・ビルヌーブは述べています
Quebec
in Montreal (UQÀM) linguistics lecturer
。２年前、彼女は手話通訳養成へのニー
Suzanne
Villeneuve. Two years ago, she
authored
a study that examined the need for sign
ズ調査の研究を発表し、ケベック州の教
language
interpreter training and submitted it to
育省へ提出しました。関係者によれば、
Quebec’s
Education Department. A ministry
勧告を検討中ということです。
spokesperson says they are looking into the
recommendations.
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ＩＳＬＩＡへようこそ：インド手話通訳者協会
Welcome
to ISLIA: The Indian Sign Language Interpreters Association
Monica Punjabi Verma
better and to effectively
モニカ・プンジャビ・ベルマ
President,
ISLIA
support the Deaf
ＩＳＬＩＡ会長

ISLIA encourages
parents and siblings of
“At ISLIA, we
ISLIA was set up to have community we must first
Deaf people to learn sign
aＩＳＬＩＡはろうコミュニティが手
platform that provides
learn to communicate
language in order to
話通訳者が職業の選択肢の１つ
aim to
話通訳を通して簡単に情報にアクセス
easy access to
with them. ISLIA となるよう理解と促進を進めた
aims at
communicate effectively
できる環境を整えました。それは、イ
いと思っています。ＩＳＬＩＡ
information to the Deaf
providing professional
with their Deaf children ＩＳＬＩＡでは多く
recognise and
の人々の職業選択と
ンド手話通訳者養成者と資格を持った
community through sign
sign language は養成され資格を与えられた手
ISLIA encourages the
しての手話通訳の理
通訳者による小さなチームによって作
話通訳者のいるインド中で唯一
promote sign
language interpreters. It
interpreting services
to
educators of Deaf to
られました。彼らはインド手話通訳者
の組織です。ＩＳＬＩＡはろう
解と促進に努めてい
has been set up by a
the Deaf community
in
learn and use sign
養成をしている公的機関に登録してい
者の両親や兄弟が十分にコミュ
small team of Indian Sign India.
language to enhance two ます。 language
ます。それはAli
Yavar
Jung
National
ニケーションがとれるように手
Language (ISL) trainers
ISLIA has tasked itself
way communication in
Institute for the Hearing
interpreting as
話を身に付けることを奨励しま
and
interpreters
who
with
raising
awareness
education. This will
Handicapped (AYJNIHH - Mumbai)と
す。ＩＳＬＩＡはろう者の教育
have
all been certifiedCouncil
within
Deaf 者に、教育上で2つの方法での
and
enable both the
a career option
the
Rehabilitation
of both
India
by, and
are registered
to
educators and the Deaf
(RCI
- New
Delhi)です。 hearing communities
コミュニケーションを強化する
with
the only government the existence of our
students to understand
for many”
ＩＳＬＩＡはろうコミュニティには
ために手話を身に付け、使うこ
body
that
offers
training
services,
and
the
positive
and enjoy every session
豊かな文化と独特な伝統文化があると
とを奨励します。それによって
in Indian Sign Language: impact they can have
on
in class. ISLIA also
確信しています。ろう者をよりよく理
、教育者、ろう学生ともに授業
Ali Yavar Jung National
the quality of life を理解し、楽しむことができま
of a
encourages people in
解し、ろうコミュニティをより効果的
に支援するためには、まず彼らとのコ
Institute for the Hearing
Deaf person. At ISLIA
we general to learn sign
す。ＩＳＬＩＡはまた、一般の
ミュニケーション方法を学ばねばなり
Handicapped (AYJNIHH
aim to recognise人々にもろうコミュニティと交
and
language to
ISLIAの詳細はこち
ません。ＩＳＬＩＡはインドのろうコ
流しろう文化を理解するために
For
- Mumbai) and the
promote sign language
communicate with the
ら more information
ミュニティへの専門的手話通訳者の提
も手話を学ぶことを勧めます。
about
ISLIA please visit
Rehabilitation Council of
interpreting as a career
Deaf community and
www.islia.org
供を目指しています。ＩＳＬＩＡはろ
India (RCI - New Delhi).
option for many. これらの全てが聴者とろう者の
We are
understand Deaf culture. www.islia.org
う者と聴者の両コミュニティへ我々の
コミュニケーションの違いの橋
ISLIA firmly believes that the only association
that
All these will help bridge
Eメールはこちらへ
Or
email
サービスの存在を喚起し、ろう者が質
渡しになります。
infoislia@gmail.c
the Deaf community has
has trained and certified
the gap of
の高い生活を営むことができるという
infoislia@gmail.com
om
a rich culture and
sign language
communication between
前向きな印象を与えたいと思っていま
heritage
which
is
unique.
interpreters
across
India.
the
hearing
and
the
す。ＡＳＬＩＡは多くの人にとって手
To understand the Deaf
Deaf.

The
packed conference programme has been
大会プログラムは発表済みです！
３日間の発表者とプレゼンテーション内容を以下のページ
announced!
Check out the three days of speakers and
でお確かめ下さい。
presentations on the following pages. Register at:
登録はこちらへ：www.wasli.org
www.wasli.org
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WASLI Conference Programme
ＷＡＳＬＩ大会プログラム
Thursday 14 July 2011

２０１１年７月１４日（木）
Breakfast

Morning

午前中

朝食

WASLI General Members’ Meeting

ＷＡＳＬＩ総会

Lunch

昼食

Afternoon

午後

Opening ceremony:
開会式
Liz
Scott Gibson (WASLI President)
リズ・スコット・ギブソン（ＷＡＳＬＩ会長）
Markku
Jokinen (WFD President)
マルク・ヨキネン（ＷＦＤ会長）
Bruno
Druchen (National Director of DeafSA)

ブルーノ・ドゥルチェン（全国南アフリカろう者協会会長）
基調講演：コリン・アレン
Keynote:
Colin Allen
各自夕食、地域会議
Dinner on your own & Regional Meetings
19:00 – 20:30

Cocktail Party

カクテル・パーティ

Friday 15 July 2011

２０１１年７月１５日（金）
Breakfast

朝食

8:30 – 10:30

10:30 – 11:00

1. Mark Wheatley & Maya de Wit “Joint cooperation: The only way
１．Mark Wheatly & Maya de Wit 「協同発表：前進あるのみ」
forward”
２．Arun Rao「He is Dimp and Duff!インドでの通訳課題」
2. Arun Rao “He is Dimp and Duff! : The Challenges of Interpreting in
３．Awoii Patrick Micheal 「ウガンダにおける手話通訳発展の
India”
(India)
兆し」（ウガンダ）
3.
Awoii Patrick Micheal “A Glimpse at Development of Sign Language
４．カントリーレポート（イングランド／ウェールズ／北アイル
Interpretation
in Uganda” (Uganda)
ランド、ドイツ、サウジアラビア、アルゼンチン、オーストラリ
4.
Country
Reports
(England/Wales/N. Ireland, Germany, Saudi Arabia,
ア）
Argentina, Australia)
Coffee break

コーヒーブレイク

11:00 – 12:30

1.
Robert Adam - Do we agree on the role of a Deaf interpreter? (UK)
１．Robert Adam 「ろう通訳者の役割について」（イギリス）
2.
Maria Cristina
Pires
Pereira
(given by Angela
Russo) “Person reference
２．Maria
Cristina
Pires
Pereira(Angela
Russo)「手話通訳会話の人物指
示」（ブラジル）
during
sign language interpreted conversations” (Brazil)
３．Christopher
Stone& &Debra
DebraRussell
Russell「国際手話通訳：ろう通訳者と非ろ
3.
Christopher Stone
“Interpreting in International Sign:
う通訳者の決定」（イギリス、カナダ）
Decisions
of
Deaf
and
non-deaf
Interpreters”
(UK and Canada)
４．カントリーレポート（オーストリア、ベルギー、ボツワナ、ブルンジ、
カンボジア）
4.
Country Reports (Austria, Belgium, Botswana, Burundi, Cambodia)
Lunch
昼食

14:00 – 15:30

1.
Paul Bartlett
& Stuart
Anderson
“The value of Deaf input in Interpreting
１．Paul
Bartlett
＆ Stuart
Anderson「通訳訓練時におけるろうインプッ
training”
トの価値」
２．Rachel
Mckee, Della
DellaGoswell
Goswell& &Jemina
Jemina Napier
Napier「視野の広がり：1つの
2.
Rachel Mckee,
“Expanding horizons: A
通訳者養成プログラムを２つの国で使用するコラボモデル」（ニュージーラ
collaborative
model
for
the
delivery
of
one
interpreter
education program
ンド、オーストラリア）
in
two countries”
Zealand
& Australia)
３．Angela
Murray(New
& Joneti
Rokotuibau「ソロモン諸島支援の協働：新しい
ろう者と通訳者コミュニティ」（ニュージーランド、フィジー）
3.
Angela Murray & Joneti Rokotuibau “Working together to support the
４．カントリーレポート（カナダ、中国、コロンビア、コスタリカ、クロア
Solomon
Islands: An emerging Deaf and interpreting community” (New
チア）
Zealand & Fiji)
4. Country Reports (Canada, China, Colombia, Costa Rica, Croatia)
Coffee
break
コーヒーブレイク

15:30 – 16:00
16:00 – 17:45

1. Len Roberson, Debra Russell & Risa Shaw “Current Practices in
１．Len Roberson, Debra Russell & Risa Shaw「北米における法
Signed
Language Interpreting in Legal Settings in North America” (USA &
廷手話通訳制度化の実践」（アメリカ、カナダ）
Canada)
２．Jordi Ferre & Melton Bustinza「通訳者間の共同作業」（ス
2.ペイン、チリ）
Jordi Ferré & Melton Bustinza “Collaboration between
interpreters”
(Spain & Chile)
３．Hend Al-Showaier、Saudia
Arabia
3.４．カントリーレポート（デンマーク、スコットランド、エチオピ
Hend Al-Showaier, Saudia Arabia
4.ア、フィンランド、オランダ、南アフリカ）
Country Reports (Denmark, Scotland, Ethiopia, Finland, Netherlands.
South Africa)
Dinner
on your own
各自夕食
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機会を広げるために協力を！
Please
help to create an opportunity!
ＷＡＳＬＩ大会は４年に１度しか開催されませんが、発展途上国から通訳者がこの会議に参加で
The
WASLI conference only happens every four years, and WASLI is seeking funding to enable
きるよう寄付を募っております。このスポンサー制度に対して大変多くの方々から支援をいただい
ているため、無駄にすることはできません。あと一人でも加えられるように最後の寄付のお願いを
interpreters
from developing countries to attend this conference. We have had so many people
しています。目標額を超えたら、場合によっては一人よりも多くの人を参加させることができるで
apply for sponsorship that we are embarrassed in having to turn them away. We are having one
しょう。
last
push to raise funds to get at least one more person there. If we exceed the target, we can
possibly
help more than one.
ほんのわずかな寄付でも加算されると大きな金額になります。カナダの通訳者たちはコーヒーと
ケーキ代を寄付しています。卒業を控えたカナダの学生が、４００ドルを集めました。イギリスの
Lots
of small donations can add up to a lot. Some Canadian interpreters have donated the cost of
通訳者養成センターでも同様な活動が課され、すでに二人が１５０ポンドずつ寄付に応じてくれま
aした。
coffee and cake. Graduating college students - again from Canada - have raised about
US$400. UK interpreter training centres are being challenged to do the same and two have
already
responded with donations of £150 each.
どうか機会を広げるためにご協力を。それによって、発展途上国の一人の通訳者、その同僚、そ
してろう利用者に恩恵があるのです！カードまたはペイパルの口座からオンライン経由で今日、
Please
help to create an opportunity
that will benefit one interpreter, his or her colleagues and
www.JustGiving.com/WASLI
宛に申し込んで下さい。（支払いはイギリスポンドの決済になります
Deaf
clients
in
a
developing
country!
Donate on line at www.JustGiving.com/WASLI today, using
。）
your credit card or PayPal account. (Note: payments are collected in British pounds).
Saturday 16 July

２０１１年７月１６日（土）
Breakfast

朝食

8:30 – 10:30

10:30 – 11:00

1. Harumi Kimura & Noriko Miyazawa “Training for more liberal transla１．木村晴美＆宮澤典子「より意訳するための練習：日本の通訳養
tion:
From the lessons of interpreting course in Japan” (Japan)
成授業より」（日本）
2.
Jeff Davis
“Interpreting in Multilingual and Multicultural Contexts:
２．Jeff
Davis「多言語,多文化内容での通訳:共同での課程作成」
Charting
a course
３．Ananda
van in
dercollaboration”
Wal & Trudie Theunissen「南アフリカのろう
3.
Ananda van der Wal & Trudie Theunissen “Deaf interpreter training in
通訳者養成：試験計画」（南アフリカ）
４．カントリーレポート（インド、アイルランド、イタリア、日本
South
Africa: A Pilot Project” (South Africa)
、ケニア、ジンバブエ、アメリカ、スイス）
4.
Country Reports (India, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Zimbabwe, USA,
Swaziland)
Coffee
break
コーヒーブレイク

11:00 – 12:30

1.
Christian Ramirez
“The Committee of International Cooperation for
１．Christian
Ramirez「聖書手話翻訳のための国際協力委員会（CICBTSL）
Bible
Translation
in Sign Languages (CICBTSL)”
２．Elizabeth
Mendoza「倫理綱領の検討：倫理決定の発展－手話通訳者間の
作業」（アメリカ）
2.
Elizabeth Mendoza “Thinking Through Ethics: The Development of
３．PaulDecision-Making
Michaels「ろうゲイコミュニティへの通訳：通訳者と利用者の観点
Ethical
Among Sign Language Interpreters” (USA)
から見たレズ、ゲイ、バイセクシュアル、性転換者コミュニティへの通訳の
3.
Paul
Michaels
“Interpreting
for the Deaf gay community: perceptions of
認識」（アメリカ）
４．カントリーレポート（韓国、コソボ、リトアニア、マダガスカル、マレ
interpreting
in the LGBT community from the perspective of interpreters
ーシア）
and
their consumers”
4. Country Reports (Korea, Kosovo, Lithuania, Madagascar, Malaysia)

12:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

1. Darren Byrne & Senan Dunne “Sign Language Interpreters and Deaf１．Darren Byme & Senan Dunne「手話通訳者とろう者：対抗？」
hood:
A match
made in…?” (Ireland)
２．Jemina
Napier「6-up：オーストラリアの表出言語通訳」（オーストラリ
2.
Jemina Napier “6-Up: Research on signed language interpreting in
ア）
３．森壮也「アジア太平洋地域の国際手話通訳者：JICA－全日ろう連、ろう者
Australia”
(Australia)
リーダーシップ研修プログラムの国際手話通訳者としての経験から」
3.
Soya
Mori
“IS Interpreter in Asia and Pacific region: From experience
４．カントリーレポート（マラウィ、メキシコ、ナイジェリア、ニュージーラ
as
IS Interpreter for JICA-JFD Deaf leadership training program”
ンド、ペルー）
4. Country Reports (Malawi, Mexico, Nigeria, New Zealand, Peru)

15:30 – 16:00

Coffee Break

16:00 – 17:30

1. Tessa Padden & Clare Canton “Deaf Interpreters Breaking Through”
１．Tessa Padden & Clare Canton「ろう通訳者の進展」
2.
Della Goswell
“Not reinventing the wheel: borrowing other codes of
２．Della
Goswell「改革ではなく：倫理綱領の借用」（オーストラリア）
３．Odette
Belinda Swift「南アフリカ手話通訳者の中等教育後の役割の開
ethics”
(Australia)
拓（南アフリカ）
3.
Odette Belinda Swift “Exploring the roles of post-secondary educa４．カントリーレポート（ルーマニア、ロシア、セルビア、スペイン、スウ
tional
SASL interpreters” (South Africa)
ェーデン、台湾）
4. Country Reports (Romania, Russia, Serbia, Spain Sweden Taiwan)

18:30

昼食

Banquet/Closing
晩餐会／閉会

“Please help
to create an
opportunity
どうか機会を
that will
広げるために
benefit one
ご協力を。そ
interpreter,
れによって、
発展途上国の
his or her
一人の通訳者
colleagues
、その同僚、
and their
そしてろう利
用者に恩恵が
Deaf clients
あるのです！
in a
developing
country!”

For
conference information in English and Spanish, go to:
英語とスペイン語の大会情報はこちらへ：www.wasli.org

www.wasli.org

SHARE YOUR NEWS WITH THE WORLD!
あなたのニュースを世界へ伝えよう！
あなたの地域の最新情報、お知らせ、記事、写真
Please
send updates, announcements, articles and
などを次のＷＡＳＬＩニュースレターに掲載する
photos
from your part of the world for the next
ためにご送付ください。
WASLI newsletter.
Eメールの宛て先はこちら：newsletter@wasli.org
Please email them to: newsletter@wasli.org

重要事項
IMPORTANT
このニュースレターの記事内容がすべて世界手話通訳者協会の考えを表しているとは限らない。WASLIニ
The views expressed in this newsletter do not necessarily reflect those of the World Association of Sign Lanュースレターは、編者がWASLI理事及び外部からの寄稿者と共に作成しています。WASLIは発信した情報
guage Interpreters. The Editor, together with the WASLI Executive Board and external contributors, produce
の信頼性を確保するように努めます。我々は公開されているすべての情報を編集する権限を持ちます。
the WASLI newsletter. WASLI will work to ensure the authenticity of any information provided. WASLI acWASLIは発信された内容の正確性や意見についての責任は一切負いません。出展さえ明らかにすれば、こ
cepts no liability for the accuracy of the contents or any opinions expressed. Readers are invited to reproduce
のニュースレターで発信された情報を他の場所でも使用することができます。WASLIの公的な写真の使用
information provided the source is quoted. Readers should contact secretary@wasli.org for permission to use
許可申請及びメールアドレスの変更はsecretary@wasli.orgまで
WASLI official photographs, or to advise of a change of email address.
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