
茨城県内通訳案内士登録者一覧　（公開希望者のみ） R4.7月現在

言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

1 英語 EN00018 村西　友明 取手市 tmg49@ozzio.jp

現職の英語教員。教員歴４２年（公立学校で４１
年，私学で２年目(H29年1月時点)。１０ｋｍマラソ
ンに年３回出場。英検一級取得。TOEIC９６０
点。国連英検特A級。

通訳の実務経験ゼロですので，初歩的な案件でし
たら相談に応じられます。

2 英語 EN00039 佐久間　尚子 土浦市 saku-n@jcom.home.ne.jp
茨城県の良さを知っていただける観光案内がで
きればと思います

工芸・芸術　山歩き

3 英語 EN00041 日野　克美 牛久市 ０２９－８７２－１７０７ khino73jp@yahoo.co.jp
インド訛の英語等様々なスタイルの英語に対応
できる。

英語圏のjoke，比較文化，地名学，教育学

4 英語 EN00053 米倉　夏代 結城郡八千代町 ０２９６－４８－３８７１

5 英語 EN00060 森　和之 守谷市 ０２９７－４８－８９００ moriya.mori@nifty.com ビジネス，国際交流，研修

6 英語 EN00062 中澤　隆三 ０９０－８５８８－４１７４ gahaku39@gmail.com

7 英語 EN00066 池田　理恵 水戸市 ０９０－８０３２－９５７０ rieikeda@gmail.com

8 英語 EN00068 シュミット　喜美恵 ki_mitto@yahoo.co.jp

9 英語 EN00086 河島　正司 龍ケ崎市 ０２９７－６５－１５１８ kaw77777@gmail.com
仕事で１９７７年以来，海外営業を４０年，海外
駐在２０年で色々な経験があります。

初めての人ともコミュニケーションに努めます

10 英語 EN00089 飯塚　洋美 下妻市 ０９０－２５６５－０９３５

私自身も諸外国の国々を旅行するのが好きで
す。
その国の良いところを見聞きする中で，日本や
茨城県の素晴らしさを紹介したいと思います。

一般の人々の生活習慣，文化，料理や食べ物など
について

11 英語 EN00099 志水　教子 つくば市 kyokosmz@yahoo.co.jp

12 英語 EN00100 髙橋　功一 ０９０－２２３７－５０９５ halfbacks_09takahashi@yahoo.co.jp

13 英語 EN00101 沼崎　るみ子 ０９０－８０５０－１９７８

14 英語 EN00102 梶　克廣 龍ケ崎市
０２９７－６４－２９６６

０９０－４８１６－８９９８
k_kaji@jcom.home.ne.jp http://chamatec.jp

史跡など技術的な考えや着眼の仕方で観光案
内をします。私は技術の専門職（技術士）とし
て，長年歴史にも親しんだので，一味違ったガイ
ドを目指しています。

①歴史的建造物，史跡の案内
②日本の経済発展を支えてきたプラントツアーや工
場ガイド，機械設備の説明・案内

15 英語 EN00103 山田　篤 牛久市 centrino@m2.dion.ne.jp

外資系企業に勤務しています。日本の顧客およ
び協力企業と、海外事業部および工場との間の
ファシリテート経験もあります。ワールドカップ，
世界卓球で通訳を行いました。2020年の東京オ
リンピックでは通訳としてサポートしたいと考え
ております。

誠意をもって人の話を聴き，受け止めたうえで気持
ち良い関係性を保つことを心がけています。

英検１級。TOEIC９５５点。ライフコーチ（CTI認定プ
ロコーチ，Certified Professional Co-active
Coach），中小企業診断士、品質管理検定1級、メ
ンタルヘルス検定Ⅱ種

16 英語 EN00105 仲田　恭子 日立市
０２９４－３６－７２７０

０９０－９３０１－８１３７
okyoro@soleil.ocn.ne.jp

東京・大阪などの大都市にはない美しい自然や
おすすめスポットが茨城にはたくさんあると思う
ので，外国人観光客に魅力をアピールしていき
たいと思っています。

観光案内（東京・鎌倉・京都等）

【英語】
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言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

17 英語 EN00109 村上　敏夫 水戸市 ０９０－９４６７－８３５０ ascot63_rip_van_winkle@nifty.com http://igia.web.fc2.com/

県内唯一の通訳案内士団体である「いばらき県
通訳案内士会（ＩＧＩＡ）」を主宰し，県内を始め，
日本全国の民間企業・団体様，各自治体・公共
団体様等からの各種の通訳や翻訳のご依頼を
多数戴いております。
当会には英語，中国語，韓国語，ドイツ語，スペ
イン語の優秀な通訳案内士が在籍し，皆様の幅
広いご要望にお応えしております。
電話１本で迅速にご依頼内容に即したお見積を
御提示致しますので，どうぞなんなりとお申し付
け下さい。

①県内の観光案内（水戸偕楽園，弘道館，太田西
山荘，袋田の滝，牛久大仏，国営ひたち海浜公園，
筑波山，霞ヶ浦，水郷地区，他）
②県内産業観光（つくばサイエンスツアー，酒蔵・
醤油蔵、その他伝統文化見学，他）
③関東近郊観光案内（富士山，日光，東京近郊，
相撲部屋見学，他）
④特定分野の通訳（金融・貿易，機械技術，火力発
電所等エネルギー分野，他）
⑤一般・特定文書、ＷＥＢの翻訳（観光パンフレッ
ト，産業観光案内，他）

いばらき県通訳案内士会IGIA代表
（IBARAKI Guide-Interpreter Association，会員数
３２名）

※通訳案内士の方の入会を歓迎します。（入会費
なし、年会費千円）

18 英語 EN00114 清水　香 つくば市 shimizutsukuba@gmail.com

19 英語 EN00115 矢島　敬子 水戸市 ０８０－１２３４－９７３７ kaze-kage@live.jp
歴史・観光案内はお任せください。歴史が趣味
で，水戸・茨城の歴史を楽しく英語で解説いたし
ます。

歴史・文化
翻訳業務（契約書・法律・文書等）も行っています。
気軽にお問い合わせください。

20 英語 EN00118 赤堀　久美子 守谷市
０２９７－４５－６３９３

０９０－９３６７－３２４０
leo_kuot.48@icloud.com

初対面でも良好なコミュニケーションがとれる外
交的な雰囲気

サイクリングルートの紹介，日本独特の生活習慣
の紹介，日本の食文化の紹介

21 英語 EN00120 南　守 ０９０－３０４７－６８５０ m-mamoru@mua.biglobe.ne.jp

ビジネスマン時代に海外事業に従事。特にアメ
リカではテキサス州ダラス市郊外で約６年間家
族と一緒に生活。その経験を役立たせたいと思
います。

・東京街歩き
・江戸の文化と歴史

22 英語 EN00121 宮田　敬介 守谷市 ０９０－７２３８－４９０３ kyemiyata@aol.com http://igia.web.fc2.com/ 北海道出身，MBA，海外生活１５年 会議通訳（金融関係） いばらき県通訳案内士会IGIA所属

23 英語 EN00126 坂井　光代 水戸市 welcome@japan.email.ne.jp http://igia.web.fc2.com/ いばらき観光マイスター（H27） 観光案内 いばらき通訳案内士会IGIA　所属

24 英語 EN00128 柴原　好夫 つくば市 ０２９－８６５－０１２６ shibaharayoshio@yahoo.co.jp http://igia.web.fc2.com/ 歴史・社会・時事英語等 いばらき県通訳案内士会IGIA所属

25 英語 EN00131 藤澤　悦子 筑西市 ０２９６－２２－３８３１ fujisawaetsuko131@gmail.com
筑西市や周辺地域の歴史や文化を学び，海外
からのお客様に地元の観光資源を紹介していき
たいと思っています。

海外ニュース（一般・経済），自動車関連（欠陥調
査，リコール等）の翻訳

26 英語 EN00133 新納　善郎 守谷市 ０９０－５４１１－０２９５ yoshiro@gmail.com http://igia.web.fc2.com/
・いばらき県通訳案内士会IGIA所属
・（社）日本観光通訳協会（JGA）会員
・総合旅行業務取扱管理者

27 英語 EN00136 中村　美貴子 つくば市 kenmiki@blue.plala.or.jp

茶道（裏千家茶名），書道（漢字師範）を取得し
ております。日本の文化を海外の方にお伝えし
ながら観光ガイドに活かせていけたらと思ってお
ります。

日本文化（茶道・書道）

28 英語 EN00139 安達　博明 ０９０－３０８２－９０９０ freed1961@docomo.ne.jp

29 英語 EN00140 岸本　直樹 つくば市 ０９０－６５１１－５０９９ kishin@fa3.so-net.ne.jp 親切、丁寧
科学技術、つくば市
週末のみ

30 英語 EN00141 関口　智嗣 sekiguchi34@gmail.com

31 英語 EN00142 塚本　陽子 日立市 tsukasuka.sun@gmail.com http://igia.web.fc2.com/
Ibaraki has rich natural environment, nice food
and long history. I would be very happy to help
you have wonderful experienceｓ in Ibaraki.

日本の歴史・文化・料理
(Japanese history, culture and cuisine)
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32 英語 EN00144 大塚　雅夫 つくば市 ０２９－８６７－１１７７ masaootsuka3@gmail.com
中米グアテマラに３年間滞在し，スペイン語の日
常会話程度はOK。海外４０か国行っているの
で，対応OK

教育関係

33 英語 EN00146 宮嶋　貴志 牛久市 ０９０－４７１９－１２５９ m31nebula19@gmail.com http://igia.web.fc2.com/
米国系の会社に永年勤務した経験から異文化
の理解があり，外国の方の要望に対応できる自
信があります。

つくば市内，牛久　富士山，富士五湖等自然　技
術，品質，工場関係

いばらき通訳案内士会IGIA　所属

34 英語 EN00148 大森　洪三 つくば市 ０９０－８４５０－７３４１ kooomori@pk2.so-net.ne.jp
フランス語も取得できればと頑張っております
が，時間が・・です。

歴史分野に興味あり。スキューバダイビング
現在，本職の方が忙しく，退職までは，時間的に余
裕がありません。

35 英語 EN00149 藤本　信義 ０８０－７８８６－１２９６ pilotmu@gmail.com http://igia.web.fc2.com/
・伝統芸能
・科学
・韓国語会話OK

・いばらき県通訳案内士会IGIA所属
・Small World in Tsukuba（SWiT） アドバイザ－

36 英語 EN00150 庄司　有子 取手市 ０８０－１０２０－４８１９ yuko.s.mtmkw@outlook.jp
・相撲好き（テレビ観戦），茨城県出身の力士
稀勢の里，高安の大ファンです
・旅行好き

日本地理，日本歴史，日本文化，国際関係，異文
化交流，人々との触れ合い

通訳案内士（英語）の資格とともに国内旅程管理
業務主任者の資格も所持しています。

37 英語 EN00151 茂木　勝 潮来市 ０２９９－６６－２０７１ masarumogi@hotmail.com 学校教育，日本史（近世・近代） JGA,IGIA会員

38 　英語 EN00152 鈴木　正則 つくば市 ０７０－５５８０－２７７６ japanese_class2000@yahoo.co.jp

39 英語 EN00158 田所　秀之 hktadokoro@icoud.com

40 英語 EN00159 猿田　文秀 鉾田市 ０９０－２３３５－２５７６ suigosnnotamamohamanasu@docomo.ne.jp

41 英語 EN00161 中山　雄介 鹿嶋市 ynaki2002@gmail.com

42 英語 EN00162 友田　多美子 守谷市 ０２９７－３７－６７１０ tamikotomota229@yahoo.co.jp
教師退職後，茨城県内をサイクリングでまわっ
ています。俳句もやっています。

家庭料理，スーパーマーケット事情，日本の歴史，
相撲観戦，俳句

43 英語 EN00164 田中　新 龍ケ崎市 aratanaka@gmail.com

しばらくオーストラリア・シドニー，南アフリカ・ヨハネス
ブルグに滞在したり，国内ユースホステルでお手伝い
したことがありました。知り合いの上海・ソウル・米西海
岸・パリの人達も日本好きになる中で日本の良さを再
認識しています。

国内旅行（温泉・食べ物），日本の気候・風土およ
びそれに根差した建築様式・絵画が好きなのでそ
ちら方面のお手伝い。

44 英語 EN00165 小倉　智子 hitachinomogura@yahoo.co.jp
英語通訳・翻訳のフリーランス。茨城県民歴２０
年以上，第２の故郷。現職は海外から日本の技
術等を学びに来る方々の通訳，案内，アテンド。

和食でのおもてなし。茶道。

45 英語 EN00166 野口　敏郎 坂東市 ０２９７－３５－０３８８ chobi-nagasu-bando-icu@docomo.ne.jp

46 英語 EN00167 九合　秋一郎 取手市 ０９０－１０４３－８０１８ akugo@jcom.home.ne.jp
貿易会社４０年勤務。海外出張多数。特にインド
に精通。社内英語教育。

企業の海外進出へのお手伝い。企業の海外取引
先の来日のお手伝い。

47 英語 EN00168 萩原　浩之 つくば市　 ０９０－７７５４－５３８１ h.hagihara@gmail.com
つくば市には約２０年住んでおり，名所・生活の
案内等対応できます。東京の名所の案内を始め
ました。

東京近郊の有名な観光地（明治神宮，浅草，築地，深川
etc）の案内。
江戸時代の歴史
手ごろな食事場所の紹介（筑波，東京）
科学の専門用語（医学薬学）

48 英語 EN00170 若山　信行 つくば市 ０２９－８５１－９７０４ nwaka@muh.biglobe.ne.jp http://igia.web.fc2.com/ 科学技術・医学 いばらき県通訳案内士会IGIA所属
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49 英語 EN00171 石田　征道 取手市 ０７０－２１８１－３８９５ 茨城観光マイスター いばらき通訳案内士会IGIA　所属

50 英語 EN00172 奥村　亮介 東海村 ０２９－２８２－８３７９ zengetsu@h5.dion.ne.jp http://igia.web.fc2.com/ いばらき通訳案内士会IGIA　所属

51 英語 EN00175 内藤　祐吉 稲敷郡阿見町 ０２９－８０４－３３２５ 3490kxdh@jcom.home.ne.jp http://igia.web.fc2.com/
土日休日のみの活動になりますが，通訳・ガイド
のご用命を承ります。東京下町，浅草，鎌倉，日
光等もご案内いたします。

古典芸能（文楽等），伝統文化（お茶，禅），歴史，
グルメ，お酒

いばらき県通訳案内士会IGIA　所属

52 英語 EN00179 片山　淳子 土浦市 junkosk2010@gmaiol.com

53 英語 EN00180 川上　茂孝 水戸市 ０９０－２４５４－７９７９ s333-kamisan@nifty.com
英検１級，ほんやく検定３級，トーイック８７５点
などの資格も有しています。

54 英語 EN00201 長谷川　安代 美浦村 info@lakesidelabh.net https://lakesidelabh.net/
茨城県内各地、里山散策やポタリング（自転車散
策）の同行も可能です。

55 英語 EN00203 林　栄子 牛久市 ０７０－４４５１－６３８６ hayashi.eiko.guide@icloud.com

・フルタイムの通訳案内士です。
・旅程管理主任者の資格あり。
・スルーガイド可
・ビジネス通訳可

56 英語 EN00205 鈴木　きみ枝 ０２８０－７６－１２９１ suzuguliz@navy.plala.or.jp

通訳案内士の試験はとても難しいと思っていま
したので受けようとは思っていませんでした。
が，合格した友達に影響されました。勉強してい
る期間を楽しみました。

・一生懸命働く事
・責任感の強い事

57 英語 EN00206 左右田　純子 つくば市 ０２９－８５６－２８９９ junko_sadajp@yahoo.co.jp
・海外生活の経験が豊富です。
・英語教員を長く続けています。
・異文化に対して興味を持っています。

海外生活経験より，多様な文化の方々そして幼児
から高齢者まで英語を教えている経験上，幅広い
年齢層の方々とのコミュニケーションが得意です。

料理・美術・茶道に詳しいです。

58 英語 EN00208 松島　いずみ ０９０－８８０２－７５９３ izumi.matsushima@nifty.com
ビジネス文書の翻訳や会議の通訳に加え，観
光のガイド等対応が可能です。

59 英語 EN00209 松本　真紀 北茨城市 ０２９３－４３－５９９８ babysirotan@mbd.nifty.com

60 英語 EN00210 三澤　正子 つくば市 ０２９－８５３－９６２５ m2koma-mmma@mail2.accsnet.ne.jp

61 英語 EN00211 櫻井　美代子 笠間市 ０９０－７１９５－４５７６ msakurai.tourguide.jp@gmail.com

明るくいつも笑顔でお仕事します。
長年企業で英語での会議，商談，ドキュメント作
成，食事，観光のお仕事を担ってきた経験があ
ります。

日本の伝統文化（茶道，歌舞伎，能），東京観光，
茨城観光，日光観光

62 英語 EN00215 菊地　良夫 取手市 ０９０－１８１９－１２００ legal@office-kikuchi.jp

63 英語 EN00218 仲谷　準一 龍ケ崎市 ０９０－９３０６－０７５３ nakayajun@hotmail.com

１２年間の海外勤務経験有（銀行業：米国ＮＹ＆
ＬＡ）
ガイド業は１１年間の経験（東京・鎌倉・箱根・日
光・大阪・京都・奈良・広島）

64 英語 EN00223 渡辺　香織 利根町 ０９０－３０４５－１９８１ watanabe23k@gmail.com

・大手旅行会社での添乗歴20年以上有り、通常
のツアーの他に海外クルーズや音楽祭、日本の
学生オーケストラの海外遠征などの特殊なツ
アーの添乗経験も多数有ります。
　（旅程管理主任者：総合　取得済み）

・お酒：　個人で嗜む程度ですが好きです（特にワイ
ン、日本酒）。
・ビデオゲーム：　esportsの分野も少しわかります。
・音楽：　楽器（エレクトーン、ホルン）の経験、音楽
関連の添乗経験有ります。
・歌舞伎：　歌舞伎以外にも色々なジャンルの芝居
を観に行くのが好きです。

・成田空港まで40分、羽田空港まで85分で行けま
す。
・添乗で世界各国を訪れた経験により、お客様の
国と比較して
　身近にわかりやすくご案内するよう心掛けます。
・オーストラリアに1年滞在。

mailto:zengetsu@h5.dion.ne.jp#
http://igia.web.fc2.com/#
mailto:3490kxdh@jcom.home.ne.jp#
http://igia.web.fc2.com/#
mailto:junkosk2010@gmaiol.com#
mailto:s333-kamisan@nifty.com#
https://lakesidelabh.net/#
mailto:hayashi.eiko.guide@icloud.com#
mailto:suzuguliz@navy.plala.or.jp#
mailto:junko_sadajp@yahoo.co.jp#
mailto:izumi.matsushima@nifty.com#
mailto:babysirotan@mbd.nifty.com#
mailto:m2koma-mmma@mail2.accsnet.ne.jp#
mailto:msakurai.tourguide.jp@gmail.com#
mailto:legal@office-kikuchi.jp#
mailto:nakayajun@hotmail.com#
mailto:watanabe23k@gmail.com#


言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

65 英語 EN00241 保坂　健太郎 つくば市 ０９０－９８４０－４３３６ hosakak@gmail.com

通訳案内に活かせそうな以下の資格を取得済
み：
国内旅程管理主任者、総合旅行業取扱管理
者、英検一級、TOEIC 990点、小型船舶操縦免
許（一級、特殊、特定）、無線技士（一級アマチュ
ア無線、一級陸上特殊無線、三級海上無線通
信士など）、狩猟免状（わな猟、網猟、第一種銃
猟）、PADIアドヴァンスド・オープンウォーターダ
イバー、など。

・現在の本職は菌類（野生きのこ）の研究なので、
それを活かしてきのこ狩りツアーなどをしてみたい。
外国人を山や観光地へ案内した経験は豊富。
・その他、自然・アウトドア系（生き物観察、登山、
キャンプ、釣り、狩猟、ダイビング）などを絡ませた
ツアーに興味あり。
・学部時代は沖縄で過ごし、最近は仕事で小笠原
に頻繁に行くので、南西諸島や小笠原諸島のエコ
ツアーなども興味がある。

いばらき通訳案内士会IGIA　所属

言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

66 フランス語 FR00005 梅津　裕子 ひたちなか市

67 フランス語 FR00008 本多　洋平 守谷市 ０９０－６０１７－４５９９ yohei5honda@gmail.com

68 フランス語 FR00010 長谷川　安代 美浦村 info@lakesidelabh.net https://lakesidelabh.net/
茨城県内各地、里山散策やポタリング（自転車散
策）の同行も可能です。

69 フランス語 FR00011 林　栄子 牛久市 ０７０－４４５１－６３８６ hayashi.eiko.guide@icloud.com

・フルタイムの通訳案内士です。
・旅程管理主任者の資格あり。
・スルーガイド可
・ビジネス通訳可

言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

70 スペイン語 SP00003 村田　英利子 かすみがうら市
０２９－８３４－０１０７

０９０－７２５５－２０２９
mla69901@nifty.com

神奈川県鎌倉市出身。上智大学でポルトガル語
を専攻。旅行会社勤務後，ＪＴＢJOOKのツアー
コンダクターとして働く傍ら，スペインに留学し，
スペイン語ガイドのライセンスを取得。国内，海
外共に多くのお客様をご案内経験あり。

観光全般。少人数から大型バスまでご案内可能。

英語のライセンスはありませんが，送迎などは英
語も可能。私自身が旅好きなので，旅行をする人
の気持ちに立ってきめ細やかおもてなしをさせて頂
きます。

言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

71 ドイツ語 GE00007 綾部　孝一 日立市　 ０９０－６７０２－１３１９ ko-1tastengreifer@ezweb.ne.jp http://ayabe.starfree.jp/
ウィーン国立音楽大学卒業のピアニストです。
ウィーンに１０年間暮らしました。

音楽

【フランス語】

【スペイン語】

【ドイツ語】

mailto:hosakak@gmail.com#
mailto:yohei5honda@gmail.com
https://lakesidelabh.net/#
mailto:hayashi.eiko.guide@icloud.com#
mailto:mla69901@nifty.com#
mailto:ko-1tastengreifer@ezweb.ne.jp#
http://ayabe.starfree.jp/#


言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

72 中国語 CH00006 林　恭輔 日立市 ０２９４－３４－３５１９ rkyosuke@net1.jway.ne.jp

大型発電機をはじめとし，発電用機器の設計者として
電機メーカーに勤務したが，任期中，中学１年から高
校１年迄，中国の学校で使用していた中国語を活かす
機会があり，延べ３年程，中国語の通訳の仕事をし
た。通訳案内士の資格は退職後に取得。

発電機，タービン，原子力プラント等発電用機器，
プラントの技術通訳。

工業英検１級の認定証を持っており，広東語圏の
英語を喋る人には英語で対応していた。

73 中国語 CH00019 許　艶 つくば市 kyosmile@dia-net.ne.jp http://igia.web.fc2.com/
私の第二の故郷の魅力をたっぷり紹介いたしま
す！

①県内・関東近郊の観光案内（筑波山・牛久大仏・
浅草・富士山等）
②通訳（逐次，同時通訳，商談・会議）・翻訳（映像
通訳，パンフレット，メニュー等チラシ）

いばらき通訳案内士会IGIA　所属

74 中国語 CH00026 滝口　亮 日立市 ０９０－６５４９－２８７１ ryot2008@gmail.com http://www.jc-km.net/

中国留学後，出版社記者としての経験，旅行社
添乗員としての経験を豊富に積んできました。
茨城県内全域，日本各地を取材や添乗で回りま
した。

歴史，中国経済，マンガ，秋葉原などサブカル
チャー全般

いばらき通訳案内士会IGIA　所属

言語 登録番号 氏名 市町村 電話番号 メールアドレス HP 自己PR 得意分野 その他

75 韓国語 KO00003 木村　誠 水戸市　 ０７０－２１７０－５５１６ kunamchu@yahoo.co.jp http://igia.web.fc2.com/
韓国居住１４年の経験があるため，韓国の習慣
や韓国人の思考方式も理解している。

和食をはじめとした料理全般。寺社仏閣 いばらき県通訳案内士会IGIA所属

76 韓国語 KO00006 金　謹姫 ０９０－６０１６－３２５１ gunitaro@gmail.com

・貿易会会社商談の通訳
・電子部品関連機器カタログ及び取扱説明書の
翻訳
・契約書の翻訳
・茨城県８年間在住
・外国人や県外の方の茨城観光案内の経験多
数
・県内学校の要覧の翻訳監守
以上の経験を活かし様々な場面で翻訳・通訳を
させていただきます。

【中国語】

【韓国語】
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