第13回

神 戸女学 院 大学

絵本翻訳コンクール
募集要項
主催
神戸女学院大学 文学部 英文学科
開催趣旨
原文に向き合うことは、外国の物語を味わうこと。物語を通してその国の文化や価値観を自分のなかに取り込
むこと。だから、翻訳は人の心にさまざまな種を蒔き、多様で豊かな実りをもたらしてくれる。私たちはそう信じ
ています。
未来を担う高校生のみなさんに、さまざまな物語を通していろいろな価値観に触れてもらいたい。そして、教
室で学んだ英語を使って自分の心に取り込んだ何かを、自分のことばで別の誰かの心に届ける喜びを味わってほ
しい。そんな想いで、このコンクールを企画・運営しています。
応募資格
日本国内の高等学校（中等教育学校後期課程、高等専門学校の後期中等教育段階などを含む）に在籍する生
徒が、1) 個人または 2) 全員が同一校の３人以下のグループで応募することができます。
参加費
無料
募集期間
応募申込期間：2022年６月１日（水）から 2022年８月１日（月）23:59まで
作品提出期間：2022年６月１日（水）から 2022年８月31日（水）23:59まで
応募方法
エントリーフォームに必要事項を入力し送信してください。
エントリーフォームURL https://e.kobe-c.ac.jp/translation_competition/entry/
（注１）エントリーフォームにアクセスするにはパスワードが必要です。
一部の高校にはパスワードを事前にお知らせしています。学校の先生がパスワードをご存知でない場合は、
応募希望者がメールで事務局に請求してください。
（注２）上述以外の方法（郵送や電話など）での応募は受け付けていません。
課題絵本・訳出範囲
課題絵本：『The Longest Breakfast』 Jenny Bornholdt、Sarah Wilkins 著
訳出範囲：題名ならびに本文すべて（見返し・扉・書誌事項は含まない）
（注１）応募申込をした方には、課題絵本の電子版を参照できるようにします。
（注２）課題絵本の電子版は、作品提出期間に限り本学指定の方法による閲覧のみが許諾されたものです。
本学が指定する方法で読むこと以外は決してしないでください。

著作権者ならびに出版権者に直接連絡し明示的な許諾を得ない限り、閲覧以外の行為（当該電子版をダウン
ロードすること、保存すること、印刷すること、有償無償を問わずまた媒体の如何を問わずこれを第三者に貸し
出したり配布したり公開したりすることなど）は違法です。その行為の責任を応募者やその関係者が法的に追求
された場合、本学は一切の責任を負いません。また、本学は課題絵本の著作権も出版権も有しません。

（注３）本学が指定する閲覧方法とは、電子版課題絵本閲覧用リンクをクリックまたはタップして閲覧するこ
とです。電子版課題絵本閲覧用リンクは、お申し込みくださった方に別途お知らせします。
作品要件
審査の対象となる応募作品は以下の要件をすべて満たすものとします。
・課題絵本の訳出範囲を日本語に翻訳していること
・応募資格を有する応募者本人が翻訳していること
・訳文が盗用や剽窃に該当しないこと
・応募者本人ではない者が訳文に対して修正や推敲などの手を加えていないこと
・所定の書式により応募者情報（氏名や在籍校名など）を表紙に記載したあとに訳文を記載していること
・表紙やファイル名に記載される氏名や在籍校名、連絡先などの情報に誤りが一切ないこと
・表紙以外のページに応募者情報が記載されていないこと
・訳文が横書きされていること
・絵文字やスタンプ、クリップアート、イラストなどを使用していないこと
・課題絵本の題名の翻訳を訳文の冒頭に記載していること
・課題絵本の本文見開き１ページごとに訳文を空白行で区切っていること
提出形態
審査の対象となる応募作品は以下の提出形態を備えているものとします。
・所定の書式で記載された表紙ならびに訳文が１つの電子ファイルになっていること
・電子ファイルはPDF形式であること
・ファイル名が次の書式に従っていること
＊ファイル名書式：「在籍校の正式名称_応募者１氏.名_応募者２氏.名_応募者３氏.名.pdf」
＊「 _ 」は下線（半角アンダーバー）です。氏と名の間に「. (半角ピリオド)」を入れてください。
例１ー個人応募）西宮市立絵本翻訳高等学校_岡田山.花子.pdf
例２ーグループ応募）西宮市立絵本翻訳高等学校_岡田山.花子_スミス.ジョン_Johnson.Jane.pdf
＊日本名でない場合も氏を先に名を後に書いてください。
アルファベットの場合は、すべて半角文字で頭文字は大文字に、他は小文字にしてください。
氏や名が2つ以上あり、それらをすべて書きたい場合は「- (半角ハイフン)」でつないでください。
例）岡田山.花子-アン、スミス-ブラウン.ジョン-マイケル、Johnson-Davis.Jane-Leah
（注１）ファイル名に使用する記号はすべて半角にしてください。
提出方法
・提出フォームに必要事項を入力・作品PDFファイルをアップロードして送信してください。
（注１）エントリーフォーム送信後に自動返信されるメールで提出フォームのURLお知らせします。
（注２）上述以外の方法（郵送や持ち込みなど）で提出しないでください。
審査方法
作品要件を満たし且つ所定の提出形態を備えた応募作品について、次の基準で審査します。
１）原作を尊重しているか
a. 原作の内容や意図を正確に理解できているか
b. 原作の内容や意図が正確に伝わる訳文か
c. 原文と訳文の読書体験がかけ離れていないか
d. 必然性のない変更や創作を加えていないか
２）読者に伝わる表現になっているか
e. 対象年齢にふさわしい言葉遣いか
f. 正しい日本語で自然に表現できているか
g. 絵と矛盾がないか

h. 対象年齢にふさわしい表記か
３）訳文表現に工夫のあとが見えるか
i. リズムやテンポ（音の側面や流れの緩急）の工夫とその巧拙
j. 難訳箇所の訳出処理（言い換えなど）の工夫とその巧拙
k. その他の工夫とそれらの巧拙
審査員
・中村 昌弘（神戸女学院大学 文学部 英文学科 准教授）
・奥村 キャサリン（神戸女学院大学 文学部 英文学科 准教授）
・Susan E.JONES（神戸女学院大学 文学部 英文学科 准教授）
・増田 沙奈（出版翻訳者・神戸女学院大学 文学部 英文学科 卒業生）
結果発表
2022年10月12日（水）に絵本翻訳コンクールのウェブページで審査結果を公表します。
受賞者が在籍する学校には個別にお知らせします。
賞・副賞
・最優秀賞（１作品）
副賞 : “わたしが訳した” 世界に一冊だけの絵本（４万円相当）＋ 図書カード 10,000円
・優秀賞（１～２作品）
副賞 : “わたしが訳した” 世界に一冊だけの絵本（４万円相当）＋ 図書カード   5,000円
・優良賞（３～４作品）
副賞 : 図書カード 5,000円
・奨励賞（３～５作品）
副賞：図書カード2,000円
受賞者の集い
表彰式に代えて、受賞者と審査員による語らいのひと時を2022年10月22日（土）の午後にオンラインで開催
する予定です。詳細は受賞されたご本人ならびに関係者の方にお伝えします。
備考
・作品要件を満たさない場合は失格となります。
・所定の提出形態を備えていない場合は失格となります。
・所定ではない方法で提出された場合は失格となります。
・失格となった場合は応募自体が無効（つまり、応募しなかったこと）になります。
・応募作品は返却しません。
・審査結果に関するご質問にはお答えしません。
・個別の講評はしません。ただし、受賞作品についてはその限りではない場合があります。
・総評（全体的な講評）を文字や動画でインターネット上に公開することがあります。
・応募作品の一部を別段の断りなく総評に引用する場合があります。
・受賞作品をインターネット上に公開します。
・応募者は、本コンクールへの応募を以て、受賞した場合に自分の作品（訳文）が絵本翻訳コンクール事務局
によってインターネット上に公開されることに同意するものとします。
総合型選抜の受験資格について
・本コンクールに応募された方は、神戸女学院大学 文学部 英文学科 総合型選抜の受験資格が得られます。
お問合せ
神戸女学院大学 文学部 英文学科 絵本翻訳コンクール事務局
メール ehon_honyaku@mail.kobe-c.ac.jp
電話
(0798) 51-8548
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募集要項附録１ 応募マニュアル
コンクールにご興味を寄せていただき、ありがとうございます。応募を考えてくださっている方に向けて、応募
から提出までの各段階での作業について順にご説明します。あわせて、
１）エントリーフォーム、２）訳文作成用フ
ァイル、３）提出フォームについても説明します。
１．応募する前に
1-1. 個人（１人）で応募するか、グループで応募するか決めましょう
自分だけの力で翻訳したい場合は、個人で応募してください。
仲間と力を合わせて翻訳したい場合は、グループ＊で応募してください（代表者を１人決めましょう）。
＊グループで応募する場合の条件は、２人か３人で全員が同じ学校に通っていることです。
・同じ学校に通う２人か３人なら、クラスや学年などがバラバラでも１つのグループとして応募できます。
・全員が同じ学校に通っていても、４人以上が１つのグループとして応募することはできません。
・２人か３人のグループでも、その中の誰か１人でも別の学校に通っている場合は応募できません。
・グループ作品は代表者だけ提出してください（他のメンバーは提出しないでください）。
２．応募するには（→エントリーフォームを送信します）
2-1. 右のQRコードか下のURLから、絵本翻訳コンクール特設ページにアクセスしましょう
https://e.kobe-c.ac.jp/translation_competition/
2-2. ENTRY と表示されたボタンを押しましょう（

の通りいくつもありますが、どれでも構いません）

2-3. 表示されるページで、パスワード＊を入力しましょう
＊パスワードは学校の先生に尋ねてください。先生がご存知でない場合
は、絵本翻訳コンクール事務局にメールで請求してください。パスワードを
請求する際のメールは次のような形式で書いてください。
[宛先] ehon_honyaku@mail.kobe-c.ac.jp
[件名] パスワード請求
[本文] エントリーフォームのパスワードを請求します。
私立XYZ高等学校（←ご自分の学校の正式名称に置き替えて！）
岡田山花子（←ご自分の本名に置き換えて！）

2-4. エントリーフォームに必要事項を入力し、送信しましょう
個人応募の場合

グループ応募の場合

デフォルトのまま何も
しなくてOK

「グループでのご応
募」ボタンをクリック

日本名でない場合は、
アルファベットで

日本名でない場合は、
アルファベットで

日本名でない場合は、
読み方をひらがなで

日本名でない場合は、
読み方をひらがなで

自分の携帯電話番号

↑事務局から確実に連絡できる
よう、正確に入力してください↓

自分のメールアドレス

１人目の携帯電話番号

↑事務局から確実に連絡できる
よう、正確に入力してください↓

１人目のメールアドレス

ドメイン
「@mail.kobe-c.ac.jp」
を受信できる設定にしてください

ドメイン
「@mail.kobe-c.ac.jp」
を受信できる設定にしてください

学校名は、通称ではな
く正式名称を入力

事務局からの連絡は参加者１の
方宛てにいたします。
２人目以降の連絡先情報を入力
していただく欄はありません。

２人目のお名前

３人の場合はクリック

学校名は、通称ではな
く正式名称を入力

先生のお名前
(入力しなくてもOK)

先生のメールアドレス
(入力しなくてもOK)

チェックを入れて
確認画面へ
あとは画面の指示に従
って送信しましょう

先生のお名前やメール
アドレスなど
(入力しなくてもOK)

チェックを入れて
確認画面へ
あとは画面の指示に従
って送信しましょう

2-5. 自動返信メールが届いたら開いて内容を確認しましょう
自動返信メールには、電子版課題絵本の閲覧リンクや、作品の提出フォームへのリンクが含まれています。提出
し終えるまで大切に保管してください。
「@mail.kobe-c.ac.jp」を受信できるように設定しているのに自動返信メールが届かない場合は、エントリー
フォームに入力した自分のメールアドレスが間違っている可能性があります。正しいメールアドレスを入力して、エ
ントリーフォームをもう一度送信してください。
3. 訳文を作成するには（→課題絵本を読んで、訳文作成用ファイルに翻訳を入力します）
3-1. 電子版課題絵本を読みましょう
自動返信メールの電子版課題絵本閲覧用リンクをクリックし、課題絵本を読みましょう。その際、応募者の方
には費用はかかりませんが、リンクから電子版課題絵本にアクセスし読むこと以外の行為は著作権者・出版権者
によって禁じられています。自分のためにダウンロードしたり印刷出力したりすることや、有償無償を問わず誰か
にファイルを配布することなどは、例え悪気がなくても違法となりますので絶対にしないでください。
なお、課題絵本の出版社が朗読動画を自社のYouTubeチャンネルに投稿しています。課題絵本の絵も文字も
すべて確認することができます。電子版課題絵本のリンクが万が一正常に動作しない場合など、いつでもどこで
も動画を視聴できて便利です。

朗読動画へは、YouTubeで “the longest breakfast” と検索するか、こちらのリンクから↓
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Ggi2QFais
3-2. 訳文作成用ファイルをダウンロードしましょう
絵本翻訳コンクールの特設ページにある「訳文作成用
ファイル」と書かれたボタン（右図の
印）をクリック
して専用ファイルをダウンロードしましょう。
表紙の学校名や応募者氏名欄に必要事項を入力して
ください。それ以外の箇所に学校名や氏名を入力しては
いけません。訳文は横書きし、場面ごとに1行空けて読み
やすくしましょう。イラストや絵文字などの使用はNGで
す。ファイルサイズは３MB未満におさめてください。
4. 作品ファイルを提出するには（→PDFに変換し正しいファイル名をつけて、提出フォームから送信します）
4-1. ファイルをPDFに変換しましょう
提出できるのはPDF形式のファイルだけです。マイ
クロソフトWord形式や各種互換ソフト形式のファイル
はそのままでは提出できません。PDFに変換する方法が
分からない人は、お使いのアプリのヘルプを参照してく
ださい。
パソコンでWordをお使いの方は、サポートページを
参照してください（文字列をコピペして検索するかQRコードを読み取ってみてください）。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/デスクトップ-アプリで-pdf-または-xps-を保存office変換す
る-d85416c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110#ID0EBBH=Windows

4-2. ルールに従ってファイル名をつけましょう
ファイル名には書式（決まった書き方）があります。提出する前に、書式通り
のファイル名をつけてください。
【ファイル名の書式】
在籍校の正式名称_応募者１氏.名_応募者２氏.名_応募者３氏.名.pdf
注１）
「 _ 」は下線（半角アンダーバー）です。
注２）氏と名の間に「. 」(半角ピリオド)を入れてください。
【ファイル名の例】
例１・個人の場合）
私立XYZ高等学校_岡田山.花子.pdf
例２・グループの場合）
私立XYZ高等学校_岡田山.花子_スミス.ジョン_Johnson.Jane.pdf
注３）日本名でない場合も氏を先に名を後に書いてください。
注４）アルファベットの場合は、すべて半角文字で頭文字は大文字に、他は小
文字にしてください。
注５）氏や名が2つ以上あり、それらをすべて書きたい場合は「- 」(半角ハイ
フン)でつないでください。例えば、苗字が２つ＆名前が２つある場
は、Johnson-Davis.Jane-Leah のようにしてください。
注６）ファイル名に使用する記号はすべて半角にしてください。
4-3. 提出フォームにアクセスしましょう
エントリーフォーム送信後に自動返信されてきたメールの中に、提出フォーム
へのリンクが記載されています。そのリンクから提出フォームにアクセスしてくだ
さい。グループで応募する場合は、代表者の方のみこの操作を行ってください。
4-4. 提出フォームに必要事項を入力し、作品のPDFを送信しましょう
入力の仕方はエントリーフォームとほぼ同じです。
受賞された方の学校に朗報をお知らせしますので、必ず本名を入力してくだ
さい。日本名でない場合は、
「お名前（漢字）」はアルファベットで、
「お名前（ふ
りがな）」は読み方をひらがなで記入してください。
提出フォーム送信後、受信確認のお知らせが自動返信メールで届きますの
で、Eメール欄には、応募者の方自身が実際にアクセスできるメールアドレスを
入力してください。
学校名は省略形や通称ではなく、正式名称を入力してください。
作品ファイルは、
「参照」と表示されたボタン（右図の
印）をクリックして
PDFの保存場所を指定すると、左下図のようにファイル名が表示されます。
個人情報保護方針に同意するに
チェックを入れて、
「確認画面へ→」
ボタンをクリックし、あとは画面の
指示にしたがってフォームを送信し
てください。
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募集要項附録２ 絵本翻訳のヒント
絵本翻訳では子ども向けの訳文をつくります。大人が読み聞かせることも多いとは言え、大人向けの翻訳とは
異なる点がいくつもあります。せっかくコンテストに参加するなら、ぜひ実際に出版される訳文を作っているつも
りになってください。そのうえで、こうすればもっとうまく訳せる！ というヒントをいくつかご紹介します。
１．絵本翻訳の手順
1. 最後まで読んで、作品の表も裏も理解しましょう
• 絵が伝える内容は？
• 文が伝える内容は？
• 物語の流れ（構造）とポイントは？
• 登場人物はどんな性格？
• 作品のテーマは？

日本語で話すなら、どんな言葉づかい（キャラ）？

作者はどんな想いを込めた？

2. 場面やキャラにふさわしい訳出表現をつくりましょう
・ぼく？

おれ？

わたし？

あたし？

〜さ。〜よ。〜わ。〜じゃ。さて、どうしよう？

3. 読者を意識して表現を何度も練り直しましょう
• 漢字を使いすぎていない？（絵本の対象が未就学児の場合、漢字は基本的に使わない）
• 文が長すぎない？
• 自然で正しい言葉遣いになっている？

etc.

4. 本文の翻訳が終わってから題名（タイトル）を訳して、できあがり！
• 原作のタイトルが英語話者に伝える内容を、日本の読者にも的確に伝える翻訳を考えましょう
２．重要ポイント
大切なことはいくつもありますが、なかでも特に重要なポイントを書き出してみました。次のような点
に気をつけて、原文の内容を素直に伝える訳文をつくってください。
• 原作を尊重する
• 必然性のない変更をしない（方言に訳す必然性があるでしょうか？
• 語尾一つにも気を抜かず、厳密にことばを選ぶ

あるなら OK、なしなら NG です）

• 音読したときにもわかりやすいよう、同音異義語が多い漢語はさける
• ひらがなばかりが続く場合は「分かち書き＊」する

• できるだけ短い文にする
• メリハリをつける（同じ形の文をいくつも続けないように気をつける）
• 自然な日本語にする
• 主語を省く（ぼくは

おなかがへった→おなかへった）

• 人称代名詞を使わない（かれの

おうち→ジョンの

おうち）

• なんでもかんでも七五調にしない
• 擬音語や擬態語は控えめにする
• 擬音語はカタカナ、他はひらがな（ただし自分の判断で、例えば「キラキラ」としてもよい）
さらに、対象読者が未就学児（小学校に通うにはまだはやい年齢）の場合は ......
• 基本的に漢字書きしない。一から十までの漢数字のみルビつきで使用可能。それ以外の漢字は特別に
必要でないかぎり使わない
• 特別に必要でないかぎりカタカナは使わない。使うときはルビつきで
じ

ょ

ー

じ

（例）ジョージ（つけ方）ルビの拗音・促音は小さくし、長音符号には長音符号のルビをつける
• 原則として、アルファベットも使わない
＊分かち書き
ひらがなばかりの

ぶんしょうは、 たいへん

くぎって、わかりやすく

かきあらわすよう

ける、 つまり、 じりつごは

はなして

よみにくい

ものです。そこで、 ぶんを

くふうします。たんごに

かき、 ふぞくごは

こまかく

よらず、 一ぶんせつずつに

うえの

ごに

つづけて

かくと

わ

いう

ことです。
自立語：動詞・形容詞（〜い）
・形容動詞（〜だ）
・名詞・副詞（もっと

ずっと）
・連体詞（あの

ほんの）
・

接続詞・感動詞
付属語：助動詞（せる

れる

ます）・助詞（が

の

てよ）

（分かち書きの例）
むかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんがすんでいました。
↓「ね」を入れて違和感のない箇所を探す
むかしむかしねあるところにねおじいさんとねおばあさんがねすんでいました。
↓「ね」を全角スペースにする
むかしむかし

あるところに

おじいさんと

おばあさんが

すんでいました。

その他覚えておくと役立つ表記のルール
• 改行、段落替えなどは、原則として原文通り（場面ごとに 1 行空けて読みやすく）
• 段落中の疑問符（？）、感嘆符（！）の後は１マス（全角スペース１つ分）空ける
（例） うそっ？そんなことってある？ → うそっ？

そんなことってある？

• カギや括弧などを閉じる直前には句点はつけない （例）「さようなら」
• 三点リーダ（…）は、基本的に２マス分使う（……）。句読点で代用しない（。。。。。。などは NG）
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