
はじめに  iii

 今年の 3月，タイ，マレーシア，ベトナム，インドネシア，台湾と 5か国を歴訪
しましたが，その時に痛感したのが「言語の壁」です。個人旅行でガイドブックに
記載されていないことが多々あり，何度も道に迷ったりぼったくりに会うなど四苦
八苦の毎日でしたが，幸い，どの国でも英語が堪能で非常に親切な現地の人に幾度
か救われました。そうすると不思議なもので，その国の印象がグーンとよくなった
のです。
 2020年に開かれる東京オリンピックを前に，日本を訪れる観光客の数は今後も
軒並みに増え続けていくことでしょう。そういった中，一人でも多くの外国人観光
客に，日本に対するポジティブなイメージを抱いてもらい，帰国後も素晴らしい思
い出とともに「また是非行きたい。今度は友達を連れて行きたい」といった状況を
作り出すことが，われわれ日本人の使命だと確信しています。本書はそういった時
代のニーズに応えるべく制作されました。
 本書の特長は，以下のようになっています。
 1． 関西の観光名所ベスト 10の「絶対に紹介すべきスポット」それぞれ約 5つを，

そのままガイドの実戦で使えるダイアローグ形式でわかりやすく解説。
 2． プロの通訳案内士による各スポットでのガイディングの秘訣を，通訳ガイドの

体験談を交えて伝授。
 3． 外国人観光客から非常によく聞かれる Q＆ Aベスト 5を攻略。
 4． 各名所で効果的なガイドができるように最重要フレーズと例文をカバー。
 5． 日本文化を英語で説明できるように，日本の祭り，伝統芸能，庭園，食などを

はじめとする各分野を，ダイアローグや例文集（巻末）でトレーニング。

 本書の制作にあたり，多大な努力をしてくれたアクエアリーズスタッフの上田敏
子氏（1章・4章・9章担当），小室葉子氏（2章・6章・7章・8章担当），Michy里
中氏（3章・5章・10章担当）や，天野正勝氏（ガイドの体験・見聞抄録），宇佐
美良太氏（金閣寺・清水寺・大阪城・二条城コラム），沖津和也氏（東大寺コラム），
伊藤理恵氏（姫路城コラム），笠置明弘氏（コラム校正），および（株）語研編集部
の島袋一郎氏には心から感謝の意を表したいと思います。そして何よりも，私たち
の努力の結晶である著書を愛読してくださる読者の方には心からお礼申し上げます。
 それではみなさん，明日に向かって英悟
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の道を，
Let’s enjoy the process!（陽は必ず昇る！）

植田 一三

 プロローグ 　
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第1章

雄大なパノラマが来訪者すべてを絶句させる「清水の舞台」。　

長寿と恋愛と知恵を授けるパワースポット・音
お と わ

羽の滝。京都なら

ではの土産探しに，まさに時を忘れる，情緒あふれる参道二年坂・

産
さんねいざか

寧坂。京都への旅は，まさしくこの人気スポットナンバーワン

の清水寺からはじまる！

Scene 1　清水寺へ向かう車中にて
Scene 2　清水の舞台にて
Scene 3　千手観音菩薩について
Scene 4　地主神社で  　　　
Scene 5　「音羽の滝」前で
Scene 6　二年坂・産寧坂にて

「清
き よ み ず で ら

水寺」を案内しよう！

Photos in this chapter: Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons
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  【観光編】......清
きよみずでら

水寺へ向かう車中にて
京都一の名所，清水寺の魅力とは？

.......................................................................................................................................

Guide: Now, we’re heading to Kiyomizu-dera Temple, the most popular 

sightseeing spot in Kyoto.

Visitor: Great!  I’ve heard of the name Kiyomizu.

Guide: Well, that temple is listed as a UNESCO World Cultural 

Heritage site in Kyoto.  It’s a world-famous temple! 

Visitor: Well, I’m very excited about it! 

Guide: Kiyomizu-dera is very famous for its large stage and veranda.  

It’s called Kiyomizu-no-Butai. It’s also famous for its Kannon 

Bodhisattva, or the Goddess of Mercy. 

Visitor: Sounds great! 

Guide: It’s also famous for its long approach to the temple named 

Ninenzaka and Sanneizaka.  The streets are lined with many 

restaurants and souvenir shops.

Visitor: By the way, when was this temple built? 

Guide: It was originally built in the 8th century in the early Heian 

Period.  The present buildings were rebuilt in 1633 by 

Tokugawa Iemitsu, the third Shogun of the Edo Period. 

  Words & Phrases  

□UNESCO World Cultural Heritage site（ユネスコ世界文化遺産）
□Kannon Bodhisattva, or the Goddess of Mercy（観音菩薩）
□ approach to the temple（参道）　　□ be lined with ...（～が並んでいる）
□ souvenir shop（土産物店）　　□ the third Shogun（第三代将軍）

File# 02MP3 CD

1
Scene
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「
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水
寺
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を
案
内
し
よ
う
！

【日本語訳】
ガイド：	今，清水寺に向かっています。京都で一番有名な観光名所です。
観光客：	すばらしいですね！　清水という名前は聞いたことがあります。
ガイド：	清水寺は京都のユネスコ世界文化遺産に登録されていて，世界的にも有名なお

寺なんですよ！
観光客：	それは楽しみです！
ガイド：	清水寺は張り出した大きな舞台で有名なんです。「清水の舞台」って呼ばれて

います。それに観
かんのん
音菩
ぼさつ
薩も有名です。

観光客：	すごそうですね！
ガイド：	二年坂とか産

さんねいざか

寧坂という名前の長い参道もよく知られています。その通りはレ
ストランやお土産屋さんがびっしり並んでいます。

観光客：	ところで，そのお寺はいつ建てられたのですか？
ガイド：	もともとは 8世紀，平安初期に建てられました。現在の建物は，1633 年に江

戸時代の三代将軍，徳川家光によって再建されたものです。
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  【観光編】......清水の舞台にて
飛び降りてはいけません！ 景色を堪能しよう！

.......................................................................................................................................

Guide: Here we are on the famous Kiyomizu-no-Butai, or Kiyomizu 

stage! 

Visitor: Wow!  What a breathtaking panorama from here!

Guide: Exactly!  This stage is built on a 13-meter cliff.  It has 139 

wooden pillars but has no nails at all ! 

Visitor: Amazing!

Guide: We have a famous expression, “Jump off the stage of 

Kiyomizu”.  It means that you must take a great risk to make 

your dream come true.

Visitor: You must take the plunge, right?

Guide: Right! 

Visitor: Has anyone actually jumped off the stage?

Guide: Yes, 234 people have. 

Visitor: Oh, my goodness!  All of them died?

Guide: No, 200 people survived. 

Visitor: So the survival rate was really high!

Guide: Yes.  But now people are not allowed to jump off the stage.  

So just enjoy the beautiful panorama instead of thinking about 

jumping off the stage, all right? 

  Words & Phrases  

□ breathtaking panorama（美しい［息をのむような］眺め）　　□ cliff（崖）　　
□wooden pillar（木製の柱）　　□ nail（釘）　　□ take a risk（思い切ってやってみる）
□make one’s dream come true（夢を実現させる）　　□ take the plunge（危険な
ことを思い切ってする）　　□ jump off the stage（舞台から飛び込む）　　
□ survival rate（生存率）　　□ be not allowed to do（～することが禁じられている）

2
Scene

File# 03MP3 CD
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【日本語訳】
ガイド：	さあ，ここが清水の舞台です！
観光客：	わあ！　すごくいい眺めですね。
ガイド：	ほんとうにそうですね。この舞台は，13 メートルの崖

がけ
の上に建っています。

139 本の木製の柱でできていますが，釘は 1本も使っていないんですよ。
観光客：	驚きですね！
ガイド：	「清水の舞台から飛び降りる」という有名な言葉があるのですが，それは，夢

を叶えるためには大きな危険を冒さなければならない，という意味です。
観光客：	つまり，思い切って何かをやる，ですか？
ガイド：	そのとおりです！
観光客：	ここから本当に飛び降りた人はいるのですか？
ガイド：	はい。234 人の人が飛び降りました。
観光客：	なんとまあ！　それでみんな亡くなったのですか？
ガイド：	いえいえ。200 人は無事でした。
観光客：	ということは，生き残る確率はかなり高かったのですね！
ガイド：	はい。でも今はここから飛び降りることは禁止されていますので，飛び降りる

ことを考えるのはやめて，きれいな景色を楽しんでくださいね。

    「清水の舞台」でのガイディングのポイントはこれだ！
清水の舞台は必ず混雑するので，外国人観光客とはぐれないように最終の集合場所を
事前に知らせておきましょう。また少々雨が降っても，舞台からは風情のある京都の
街並み（quaint old street of Kyoto）が見えるということをアピールして，外国
人観光客の気分を高める工夫をしましょう。なお団体客を案内する場合は，清水の舞
台から地

じしゅ

主神社までの説明を済ませたあとは，自由散策や参道でのショッピングを楽
しんでもらうのがお客様にも喜ばれます。
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  【観光編】......千
せ ん じ ゅ か ん の ん ぼ さ つ

手観音菩薩について
秘仏・十一面千手観音像はいつ拝めるの !?

.......................................................................................................................................

Guide: I’d like to talk about the famous Kannon Bodhisattva, the 

Goddess of Mercy, of Kiyomizu-dera Temple.  There is a 

unique style of a secret statue in the closed altar.  It’s an 

eleven-headed, thousand-armed Kannon Bodhisattva. 

Visitor: Fascinating!  I really want to see it! 

Guide: Well, unfortunately it is open to the public only once every  

33 years. 

Visitor: What a pity! 

Guide: But you can see a beautiful replica in front of the altar. 

Visitor: Good!  It’s much better than nothing.

Guide: It is believed that Kannon Bodhisattva changes herself into 33 

different personalities to help people in trouble.

Visitor: How benevolent!  I’m so impressed! 

  Words & Phrases  

□ the Goddess of Mercy（観音）　　□ secret statue（秘像）
□ eleven-headed, thousand-armed Kannon Bodhisattva（十一面千

せんじゅ

手観音）
□ once every 33 years（33年に 1回）　　□ replica（〔建造物，芸術作品などの〕複製，
レプリカ）　　□ personality（人格）　　□ benevolent（慈悲深い）　　
□ be impressed（感動する）

3
Scene

File# 04MP3 CD
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【日本語訳】
ガイド：	清水寺の有名な観音菩薩についてご説明します。あの扉の閉まった仏壇の中に

は，本当に珍しい様式の秘仏・十一面千手観音像があります。
観光客：	すばらしい！　ぜひ見たいです！
ガイド：	残念ながら，33年に 1回しか公開されないんです。
観光客：	それは残念！
ガイド：	でも，仏壇の前に置いてある美しいレプリカは見ることができますよ。
観光客：	よかった！　何もないよりずっといいですね。
ガイド：	観音菩薩は，33の違った人格に姿かたちを変えて，困っている人を助けてく

れると信じられているんです。
観光客：	なんて慈悲深いんでしょう！　すごいですね！

    「本堂」でのガイディングのポイントはこれだ！
本堂には絶対見逃してはならない体験コーナーが２つあります。まずは，本堂の入り
口左側に，重さ 90キロ以上の大錫

しゃくじょう

杖（priest’s stick）と 14キロの小錫杖，12キ
ロの高下駄があり，持ち上げるとご利

りやく

益（divine grace）があると伝え，チャレン
ジしてもらいましょう。次に，本堂にある磬

けいす

子と呼ばれるお椀型の鈴（bowl-shaped 

bell）を棒でたたいてお坊さん気分をお客様に味わってもらいましょう。
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外国人に必ず聞かれる Question ベスト５はこれだ！

Rank 1  
You said the stage of Kiyomizu was built without using any 
nail, but is the stage safe?

      （清水の舞台は釘を使わないで組んであるって言いましたが，安全なのですか）

Yes, it’s quite safe.  The wooden pillars are put 

together with wooden wedges instead of nails 

because they loosen much less than nails.  It is an 

earthquake-resistant structure.

（はい，とても安全です。柱は，釘の代わりに，もっと緩み
にくい楔

くさび

を使って組まれています。耐震構造になっていま
す。）

　表現力 UP!　
□wooden wedge（木製の楔）　　□ loosen（緩む）
□ earthquake-resistant structure（耐震構造）

外国人に必ず聞かれる Question ベスト５はこれだ！

Rank 2  
Is any performance given on the stage?

　　　   （舞台ではなにか上演されるのですか）

Various performing arts such as Noh, Kyogen and Kabuki have been 

dedicated to the Kannon since the Heian Period.  Even today, the stage is used 

to give performances in Buddhist religious services. 

（平安時代から能，狂言，歌舞伎などのさまざまな芸能が観音様に奉納されてきました。現
在でも仏事の際には芸能が奉納されます。）

　表現力 UP!　
□ performing arts（芸能） 　　□ such as ...（～のような）
□ be dedicated to ...（～に奉納される）　　□Buddhist religious services（仏事）
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「清水寺」でのガイディングのポイントはこれだ！

　まず最初に私がお連れするのが，清水寺の入り口の左横にある，首が 360度回転
するお地蔵様（Bodhisattva）です。このお地蔵様は，昔，借金で首が回らなくな
った（be up to his neck in debt）男性を供養するために作られたと言われています。
実際に 360度首が回転する姿を見て，多くの外国人観光客が楽しんでいますが，同
時に首を回すときは，供養する気持ち（express one’s feelings in honor of the 

dead）を忘れず回してください。
　次にお連れするのが，左右両方の口を開けた狛犬（stone-carved guardian 

dogs）です。狛犬は通常，片方の狛犬は口を閉じていて，神社の前に置かれていま
す。しかしここの狛犬は，神

しんぶつしゅうごう

仏習合（syncretism of Buddhism and Shintoism）
の名残で置かれており，両方とも口を開いているのは，一説には，お釈迦様（Gautama 

Siddhartha）の教えを大声で世界中に広めるためと言われています。
　最後に，清水寺の本堂（main hall）に入る前に是非行っていただきたいの
が，随

ずいぐどう

求堂の胎内巡り（walking through the womb-like underground for 

rebirth）です。ここでは真っ暗な回廊（pitch-black corridor）の中を数珠（Buddhist 

rosary）のついた紐
ひも

を握りながら進みます。胎内巡りを終えた人は生まれ変わるこ
とができると言われています。

 いかがでしたか？　繰り返し音読して，すらすらと案内できるように練習しまし

ょう。では次は，「清水寺」で必須の地
じ し ゅ

主神社，音
お と わ

羽の滝，二年坂・産
さんねいざか

寧坂を案内

するダイアローグです。はりきってまいりましょう。




