Bilingual Communicator: English/Japanese
バイリンガル・コミュニケーター：通訳・翻訳・ＭＣ・
インタビュアー・アナウンサー
中内千鶴 – CHIZURU NAKAUCHI
誕生日：11 月 19 日

/ 出生地：東京都港区

自己紹介
大学院卒業後、14 年間、海外の国々：バヌアツ共和国（南太平洋）、イ
ンドネシア、マレーシア、アメリカ合衆国に居住し、レセプションやイベ
ントに出席し、時にはイベントを運営し、地元や政府高官の方々との交流
を深める傍ら、ツアー・コンダクター、日本語教師などの仕事もいたしま
した。それらの国々で、様々な国籍の、また立場の方々といろいろな場面で接する機会を持つ事ができ、高いコミュニケ
ーション能力を養うことができました。
また海外では、素晴らしい日本の現代文化と伝統文化が大変親しまれているのを知り、帰国後、バイリンガル・コミュニ
ケーターとしてお仕事をさせていただく為に、英語を基礎から学びなおすと共に、日本の伝統、文化、歴史、地理などの
日本事象を学び、日本語と同程度の英語の言語駆使能力を持つことが出来るよう日々精進して参りました。バイリンガル・
コミュニケーターとして英語と日本語が必要とされる様々な場面で柔軟な対応を心がけ、笑顔と温かい心をつないで行き
たいと思っております。-バイリンガルでの司会、イベント進行、放送通訳、翻訳、台本作成など様々な状況で対応可能。

対応言語

●日本語：母国語

学

日本女子大学付属高等学校

歴

●英語：ビジネスレベル

日本女子大学大学家政学部児童学科
日本女子大学大学院家政学部児童学科
インタースクール（逐次通訳コース）
ハロー通訳アカデミー（通訳案内士コース）
免許・資格

ＴＯＥＩＣ：８８５点

好きな言葉

“一期一会”

/ 全日本スキー連盟（ＳＡＪ）

スキー

１級

“和を以って貴しとなす・・・聖徳太子”

趣

実

味

績

スノーボード、スキー、ボディボード、アイスホッケー観戦

・Ｊ－ＷＡＶＥラジオ局「東京コンシェルジュー大使館訪問」（台本作成・放送通訳）
・フジテレビ「あるある大辞典」（事前調査・翻訳）
・ベネズエラ文化週間・記念コンサート

レセプション（バイリンガル MC・逐次通訳）

・ベネズエラ大使館ナショナルデーレセプション（バイリンガル MC・逐次、要約通訳）
・医学学会『日本スカンジナビア放射線医学協会主催学会』（バイリンガル MC）

など

Bilingual Communicator: English/Japanese
MC・Interpreter・Translator・Interviewer

Chizu Nakauchi
Date of Birth: 19th November
Birth Place: Minato-ku, Tokyo, Japan
Message:
After graduating from university, I lived in four different
countries over a period of 14years: Republic of Vanuatu (South
Pacific), Indonesia, Malaysia, and the USA. I had a lot of
chance to attend many events and parties and established
good relationships with many people. I also had a chance to work at a travel agent as a tour
coordinator. Therefore, I was able to improve high level communication and interpersonal skills with
people from different background while I was in those countries.
Moreover, I’ve discovered that Japanese modern and traditional cultures are becoming more and
more popular among people overseas.
Subsequently, I have been cultivating myself by studying Japanese history, including traditional
culture and customs, geography, and tourist attractions in order to work as a bilingual
communicator. My objective is to have a good command of English, as fluent as my Japanese.
-Currently working for international conferences, parties and other events as MC, interpreter,
announcer and facilitator. -High level communication skills, both written and oral in English and
Japanese.
Language

●Native: Japanese

●English(Business Level)

Education
・JAPAN WOMEN’S UNIVERSITY (Tokyo)
・The graduate school of JAPAN WOMEN’S UNIVERSITY (Tokyo)
Degree: Master of Child study: The body feature development of children
・INTER SCHOOL“The consecutive interpretation course”
・HELLO GUIDE-INTERPRETERS ACACDEMY:“Guide-Interpreter course”
Career as Bilingual Communicator
・J-WAVE Radio Program 「Tokyo Concierge」 - Visit Embassies(Interviewer/Interpreter/Script
creation)
・Fuji-TV Program「Aruaru Daijiten」(Researcher/Translator)
・The Gala Concert of the Venezuelan Cultural Week’s Reception(Bilingual MC/Interpreter/Script
creation)
・The Bolivarian Republic of Venezuela National Day Reception(Bilingual MC/Interpreter/Script
creation)
・The Medical congress – “Progress in Radiology ”『The Symposium of Japanese Scandinavian
Radiological Society』（Bilingual Announcer/Facilitator/ Script creation）

