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A guide to help 
Japanese practitioners 
of traditional craft 
develop hands-on workshops 
in English.



　クリエイティブツーリズムとは、ワークショップを通

してその国や地域の芸術文化を学ぶ体験型観光です。

一般的な観光とは違い、何かを作る楽しさや新しいこと

に挑戦する感動を、その地域の人と共有することができ

ます。また、ものづくりに携わる人々とふれあうことで、

その地域とのつながりをより深く感じることもできます。

　近年、クリエイティブツーリズムは特に海外からの観

光客に人気があり、参加者が増え続けています。しかし

その一方で、主催者側にとって、英語によるコミュニケー

ションが大きな壁となっています。

　このガイドブックは、ワークショップを企画するにあ

たって感じる疑問や不安を解消するための手引きとして

制作しました。ぜひご活用ください。そして勇気を出して

笑顔でお客様をお迎えし、地域が誇る芸術文化を世界に

発信していきましょう。

Introduction



観光客の多くはインターネットで情報収
集し、旅行の計画を立てます。ワーク
ショップを探す場合、まずはキーワード
を入力して検索します。 ウェブサイト上
で検索されやすい英単語を記載するこ
とが大切です。

Most tourists use the internet to plan their trip, 
which means if they are looking for a workshop 
they will start by thinking of key words to search 
with. English words on your website are very 
important.

ワークショップを

インターネットで

告知しましょう

Part1

Planning your workshop
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ワークショップの内容を端的に分かりやすく伝えるために、
効果的な英語のタイトルをつけましょう。

タイトルをつけましょう
How to name the workshop

Hands-on Experience with Ceramics in Kyoto, Japan. 
Workshops taught in English.

Metal Craft Workshop, Fukui, Japan. 
Experience Traditional Japanese Craft.

Try a Creative Experience with Indigo Dyeing. 
Hands-on Workshop in Tokyo, Japan.

English instruction is available.

We can provide an English translator. 

a. 京都（日本）での陶芸体験　ワークショップは英語で指導します

b. 福井（日本）での金工ワークショップ　日本伝統工芸の体験

c. 藍染め体験をしよう！　東京（日本）での体験型ワークショップ 

d. 英語での指導が可能です

e. 英語の通訳を付けることができます

使えるフレーズ “Japan”って
書くのを

忘れないで！

例えば染色のワークショップでは「Tシャツコース」「ハンカチ
コース」などいくつかのコースを設け、参加者が自由に選べる
ようにするとよいでしょう。それぞれの完成写真を添付すれ
ば、よりイメージしやすくなります。

いくつかのコースを用意しましょう
Available items

There are three courses that you can choose from.

In the workshop, you can make a bowl, cup, or plate.

You may pick one item to make: pendent or keychain.

a. 3つのコースの中から選べます

b. お椀、カップ、またはお皿を作ることができます

c. ペンダント、キーホルダーの中から選べます

使えるフレーズ

Since tourists will �nd workshops by searching the internet, be sure to name 
your workshop e�ectively.

Many craft studios o�er a choice of items. For example, a textile workshop 
may o�er many items such as a t-shirt, scarf, handkerchief, and other things. 
It is common to list items as a “course”, for example, “T-shirt Course”. 
A photo of the item is also helpful.

point

Tシャツコース

ハンカチコース
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色やデザイン、形、大きさ、模様など、さまざまな選択肢を用
意し、自分だけのオリジナル作品を作ることができるように
すれば、バリエーション豊かなワークショップになるでしょう。

自分だけのオリジナル作品を作ってもらいましょう
Creativity potential

Learn about kimono dyeing 
and make your own unique handkerchief.

Make a pair of chopsticks with the design of your choice.

In the workshop you can make an original tea cup.

a. 着物の染色について学び、あなただけのハンカチを作りましょう

b. あなたがデザインしたお箸を作りましょう

c. オリジナルな湯のみを作ることができます

使えるフレーズ
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ワークショップ代は、素材や所要時間にもよりますが1,000
～5,000 円くらいが一般的です。ワークショップでその工芸
技術に関心をもった参加者のために、職人による工芸作品を
展示販売している工房もあります。

わかりやすい料金設定をしましょう
Pricing

Please pay in cash on the day of the workshop.

We accept credit cards.

Prices of the workshop depend on which course you select.

Please pay in advance by credit card.

a. お支払いは、当日現金でお願いします

b. クレジットカードが使えます

c. 料金はコースによって異なります

d. お支払いは事前にクレジットカードでお願いします

使えるフレーズ

Interesting and fun workshops should give people a chance to show some 
creativity by making an original item. If the tourist can have a chance to 
decide things like color, design, shape, size, pattern, or other options, the 
workshop will be more successful. 

Of course, pricing depends on the item that will be made, but most 
workshops range from 1,000 yen to 5,000 yen. Remember tourists may also 
buy some of the craftwork that you have for sale, so do not only think of the 
workshop as a way to make a pro�t.
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所要時間をはっきり明記することが大切です。旅行者は旅先
でいろいろな予定を立てているので、あまり負担にならない
よう、午前か午後の１～２時間で設定するのが無難です。

制作時間は１〜２時間程度に
Time length

The workshop experience will take about two hours.

It depends on which item you are making, 
but workshops usually are about one to two hours long.

In most cases, you will finish the workshop in less than one hour.

a. ワークショップは約2時間かかります

b. 作品によって異なりますが、ワークショップは約2時間ほどかかります

c. ほとんどの場合、ワークショップは1時間以内で終わります

使えるフレーズ

服装に気をつけなければいけないワークショップの場合は、
参加者に事前に伝えましょう。

服装について
Clothing

Please wear clothes that you don’ t mind getting dirty. 

The studio is cold in winter, so please bring a sweater. 

We will provide an apron and gloves, but please bring a small towel.

a. 汚れてもいい服装でお越しください

b. 冬の工房は寒いので、暖かい服装でお越しください

c. エプロンと手袋は用意しますので、小さなタオルをお持ちください

使えるフレーズ

It is very important to give an estimate of how long a workshop will take. 
Most workshops are about one to two hours and are scheduled either in the 
morning or afternoon, so they do not interfere with lunch. Remember that 
tourists often have other plans, so going overtime may cause some problems.

Make sure to tell participants if the workshop requires any special 
consideration for clothing.
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当日持ち帰ることができる作品もあれば、後日郵送されるも
のもありますので、明確にしておきましょう。 正確な納期を
示すことが難しい場合は「約3～5週間後」のような言い方
でも大丈夫です。

作品のお届けについて
Completed item

You will be able to take home your item when the workshop is finished.

Your craftwork will be sent to you in about a month after the workshop.

If you live in Japan, we can send your item for free.

If you live outside of Japan, there will be a shipping charge of 1,500 yen.

a. 作品はワークショップが終わり次第、お持ち帰りできます

b. 作品はワークショップの約1ヶ月以内に発送されます

c. 日本にお住まいの方には、無料でお送りします

d. 日本国外にお住まいの場合、送料は1,500円です

使えるフレーズ

ウェブサイトにグーグルマップをリンクさせ、バスや電車での
行き方、駅の出口番号、タクシー運転手に提示する住所など、
できるだけ詳しく情報を提供しましょう。工房の近くにある
目印（看板など）の写真を載せるのもいいですね。

地図や行き方はできるだけ詳しく
Maps and directions

Please check our homepage for directions to the workshop.

Here is a link to the address on Google Maps. 

If you need to take a taxi, show the driver this address.

a. ワークショップへの行き方はホームページをご覧ください

b. グーグルマップのリンクはこちらです

c. タクシーでお越しの場合は、運転手にこの住所を見せてください

使えるフレーズ
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A link to Google Maps is a good idea, but also have detailed directions that 
include what bus or train to take, what exit number of a station, or what 
address to show a taxi driver. It is helpful to show photos of landmarks near 
your location.

Some completed items can be taken away on the day of the workshop, but 
some may have to be sent to the participant by postal mail. �is should be 
clearly explained. If it is di�cult to state exactly how long, a phrase like 
“about 3 to 5 weeks after the workshop” is OK.
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多くの工房ではＥメールやホームページ上で予約を受け付け
ています（予約不要なところもあります）。予約確定のメール
は必ず忘れずに返信しましょう。簡単な返信で大丈夫です。

予約と確認について
Reservations and con�rmation

Please email if you wish to make a reservation request.

Please make a reservation at least two days in advance. 

No reservations are needed. 

It is best to make a reservation at least one day before, 
but same-day reservations are possible.

We are sorry, but for planning purposes, 
there is a minimum of two participants.

We can accommodate groups of up to ten people.

Don’ t forget to tell us the name of the course you wish to take.

We are happy to confirm your reservation request.

We are very sorry, but we are fully booked that day/time.

Is there a different day/time that you can make it?

See you at the studio on June 9th at 10am. 

a. ご予約はEメールでお願いします

b. 二日前までにご予約ください

c. 予約は必要ありません

d. 前日までのご予約が好ましいですが、当日も受付けています

e. 申し訳ありません、2名様以上でご参加ください

f. グループでのご参加は最大10名様までです

g. どのコースに参加希望かを忘れずにお知らせください

h. 予約を受付けました

i. 申し訳ありませんが、その日（時間）は予約でいっぱいです

j. 別の日（時間）ではいかがでしょうか？

k. 6月9日の午前10時にお待ちしております

使えるフレーズ

You must also decide a policy for reservations. Most studios take reservations 
by email or by a form on their homepage. It is also possible to have a 
no-reservations policy. Also a minimum and maximum number of 
participants should be stated. Don’ t forget to send an email back that 
con�rms the reservations. A simple reply is enough.

参加者の
最小人数と最多人数も
記載しましょう。

point
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実践！

ワークショップでの

おもてなし

Part2

On the day of the workshop
さあ、ワークショップ当日を迎えまし
た。大切なのは上手に話すことより、お
もてなしの心です。あまり神経質になら
ず、まずは笑顔でお客様をお迎えし、工
房をご案内しましょう。 そして、新しい
出会いの場を楽しみましょう。

On the day of the workshop, you may be nervous 
about how things will go. Don’ t worry too much, 
and try to make your visitor feel welcomed by 
showing them around your studio.  Try to have 
friendly conversation and enjoy the chance to 
meet someone new. 

9



まずは工房をご案内しましょう。最初に工房全体が見渡せれ
ば、参加者は制作の過程を理解しやすくなります。

工房を案内する
Location tour

Let me show you around.

This room is for our pottery wheels.

This area is where we prepare the urushi.

The restroom is here if you need to use it.

a. ご案内しましょう

b. ここはロクロの部屋です

c. ここは漆の準備をする場所です

d. トイレはこちらを使ってください

使えるフレーズ

ワークショップを始める前に、お互いの自己紹介などのコミュニ
ケーションを取って参加者にリラックスしてもらいましょう。名
前が覚えにくい場合は、名札を付けてもらってもよいでしょう。 

ようこそ
Welcome

Hello, are you here for the workshop?

May I ask your name please?

You can hang your coat over here.

You can put your bag here.

Feel free to take photos.

a. こんにちは、ワークショップに来られたのですか？

b. お名前お聞きしてもよろしいですか？

c. 上着はそこにかけてください

d. 鞄はここに置いてください

e. 写真はご自由に撮ってください

使えるフレーズ

Provide some space for visitors’ coats and bags. It is a good idea to have a 
safe place for their camera. Also, sometimes names are di�cult to remember, 
so using name tags in English will help. And, take the time to make some 
small talk to make your visitor feel relaxed.

If your location has several di�erent areas, show your visitors where they will 
be working. �is will help them to understand the process. It may also be 
helpful to show where the restroom is located.

point

コートやバッグを預か
るスペースを用意しま
しょう。カメラを安全に
置ける場所もあるとい
いですね。

トイレの場所も
忘れずに

教えてあげましょう。

point
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参加者にアイテムを選んでもらう場合、それぞれの完成見本
を用意しておきましょう。値段が違うものがある場合は、事
前に値札をつけておくか、料金表を作っておきましょう。

制作作品の説明
Introduction of the item

Today we are going to make a coffee cup.

You have a choice. You can make a pair of chopsticks or a small spoon.

Each item has a different price. Here is a list.

This is what the scarf will look like when we are finished.

a. 今日はコーヒーカップを作りましょう

b. お箸、または小さなスプーンから選ぶことができます

c. アイテムはそれぞれ値段が異なります。こちらが料金表です

d. こちらはスカーフの完成見本です

使えるフレーズ

いくつかの作品を見せながら、その工芸についての紹介、
歴史的な背景などを少し説明しましょう。 写真やビデオ、
イラストを使った紹介はとても分かりやすく役に立ちます。

工芸についての簡単な説明
Background of the craft

I will introduce some basic information about Kyoto Zogan.

It has about a 1,000 year history.

The blue color of ai-zome is sometimes called “Japan Blue”.

This is a photo of where we get clay for Suzu-yaki.

a. 京都象嵌について簡単にご説明します

b. これは1,000年ほどの歴史があります

c. 藍染めの青色は「ジャパンブルー」と呼ばれています

d. これは珠洲焼きの粘土を採取する場所の写真です

使えるフレーズ

Some workshops may require the visitor to choose the type of item. Make 
sure that you show all the options that are available. If there is a di�erence in 
price, you can put a small sign on the item or give the visitor a price list.

A good starting point for a workshop is to talk about the history of the 
craft. Some basic background information and examples of craft items 
can help. Using photographs, video, or illustrations is also a good idea.

11



実際の作業に入る前に、制作の工程をおおまかに説明しま
しょう。事前に用意した資料を配ったり、パネルやホワイト
ボードを使って説明するのもよいでしょう。

制作の工程を説明しましょう
Overview of essential steps

Step:1

Design the Shape

The workshop has four parts. Planning the design. 
Painting with wax. Dyeing the fabric. Rinsing and drying.

There are three steps to making a bowl. Preparing the clay. 
Using the wheel to make the shape. Smoothing and cutting.

First, we will make a design on the chopsticks. 
Next, we will use gold powder. Last, we will cover with urushi.

There are three steps. Cutting a groove in the metal. 
Filling with silver. Using a file to make it smooth.

a. ワークショップには4つの工程があります
　 デザインを決める、ろうを塗る、布を染める、すすぎ乾燥です

b. お椀を作るには3つのステップがあります
　 粘土を準備して、ロクロを使って形を作り、表面を整えて切り取ります

c. まずお箸にデザインを描き、次に金箔の粉を使い、最後に漆を塗ります

d. ３つのステップがあります。金属に溝を彫り、銀を埋めて、ヤスリで滑らかにします

使えるフレーズ

Step:2

Sketch the Design

Step:3

Use the Stamps

Step:4

Add Texture

Before your visitors actually start to work with their hands, it is very 
important to explain the essential steps of the workshop. Making a handout 
or using a poster or whiteboard will help.

形を決める デザインを描く 刻印する 質感を加える
→ → →

本日のワークショップの工程ワークショップの
工程をかんたんに

説明します

12
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参加者の目の前で、手を動かして実演してみせるデ
モンストレーションは、素材や道具の使い方を理解
してもらうためにとても重要です。

デモンストレーション
Demonstration

Before you try, let me demonstrate how to use the pottery wheel.

Like this.

Not like this.

This tool is difficult to use, so please watch me first.

Now, I will show you how we fold the fabric.

Ok everybody, watch me. This is how you do it.

a. 作業の前に、私がロクロの使い方をお見せしましょう

b. このようにしてください

c. こうではありません

d. この道具は使い方が難しいので、まずは私のやり方を見てください

e. それでは、布の折り方をお見せしましょう

f. はい、みなさん見てください　このようにします

使えるフレーズ

For some types of craft, a demonstration of technique is needed to 
show the visitor how to work with materials or how to use a tool.

身体で感じて覚える“感覚”は工芸の
仕事においてとても繊細であり大切
なものであり、それを英語で簡単に正
確に伝えることは難しかったですが、
ジェスチャーと単語で表現しようとす
ることで、ハートで伝わる英会話の魅
力がわかって楽しかったです！  技法
や難易度、時間の異なるコース別に分
けることで、 よりたくさんの人が幅広
く気軽に金属工芸に親しみ楽しんで
もらえるのではないかと思いました。

ジェスチャーと単語で表現して
ハートで伝わる英会話の魅力

ケーススタディ参加者　大江 絵さん
金沢美術工芸大学卒業生

HANDS-ON INTERVIEW
英語で教える
ワークショップに
挑戦してみました！
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実際の作業に入る前に、試しに作ってみることのできる練習
用のサンプル素材が用意されていると便利です。

練習用のサンプル素材を準備する
Sample materials

You can practice with this first.

Try using the tool with this sample material.

Use this paper to practice with the brush.

You can use this clay to practice.

Try with this first, in case you make a mistake.

a. まずはこれで練習しましょう

b. このサンプル素材で、道具を使ってみましょう

c. この紙を使って、筆の練習をしましょう

d. この粘土で練習しましょう

e. 失敗してもいいように、まずはこれで試してみましょう

使えるフレーズ

For some workshops, it is useful to have some sample materials that your 
visitor can practice with before trying the �nal item.

英語でのワークショップを始めた最初
の数ヶ月はやはり緊張しました。でも、
お客さんから新しい単語や自然な表
現を教えてもらうことが楽しくもあり
ました。英語がうまい下手ではなく、
自分の発言に自身をもって、伝えたい
ことを恥ずかしがらず、表情や気持ち
で伝えていくことが、文法よりも発音
よりも一番大切なことだと思います。
気持ちを込めて伝えれば、伝えたいこ
とは案外普通に伝わります。

自然に、礼儀正しくなりすぎず、
ゲストと一緒に楽しみましょう。

京都絞り工芸館（京都市）
　嶋田　亮さん

 HANDS-ON INTERVIEW

主催者からの
メッセージ

14
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英語で「◯◯してください」「◯◯してはいけません」といっ
た指示を出す時には命令形を使います。あなたが指導する立
場である以上、”Please”は必要ないのです。

「プリーズ」は必要ありません
Giving basic commands

Push this button.

Use this tool.

Hit it three times.

Paint this part.

Don’ t bend the wire.

Do not touch this part.

Don’ t use that tool. Use this one.

a. このボタンを押してください

b. この道具を使いましょう

c. 3回たたきましょう

d. この部分を塗ってください

e. 針金を曲げてはいけません

f. この部分は触らないでください

g. その道具は使わずに、こちらを使ってください

使えるフレーズ

When you are giving instructions in English, imperative verbs are very 
important. An imperative verb is the simple form that makes a command 
for somebody to do something, for example, “Cut the clay with this knife” . 
�ere is no need to say “Please” since you are the instructor you do not have 
to use the polite form.

15



参加者が正しく作業をこなせているか、こまめに確認するよ
うにしましょう。手助けが必要な場合は声をかけ、手を貸し
ましょう。

作業の経過をチェックしましょう
Checking on progress

Is everything OK?

Do you need a little help?

Let me show you one more time.

Remember, use your thumb and middle finger.

It helps to push a little harder.

Be sure to hold this straight.

Like this, remember.

Got it?

a. うまくいっていますか？

b. 手伝いましょうか？

c. もう一度、お見せしましょう

d. 親指と中指を使いましょう

e. もう少し強く押すといいですよ

f. まっすぐに持つようにしましょう

g. 覚えておいてください、こんな感じです

h. わかりましたか？

使えるフレーズ

It is important to check that your visitors are doing things correctly. 
Sometimes you may have to give them extra help by using these phrases.
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ワークショップの参加者が多い場合は、指導を手伝ってくれ
るアシスタントがいると助かります。

アシスタントの活用
Working with assistants

We have three assistants today. They can help you.

If something is difficult, ask one of us for help.

a. 今日は手伝ってくれる3人のアシスタントがいます

b. 何か難しいことがあれば、手伝ってもらってください

使えるフレーズ

トランジションとは「最初に」や「次に」や「最後に」といった
工程が移るタイミングを伝える言葉。これらを使うことで、参
加者は作業が進んでいることを実感できるので安心します。

作業の進行を伝える言葉「トランジション」
Transitions

Ok, first, put the clay in the center of the wheel. 

Next, slap the clay with your hands.

Once you finish this, step on the pedal and make the wheel turn.

Then, put your hands in the water.

After that, use both hands to push the clay. Like this.

This is our last step.

Ok, we are finished!

a. はい、まず、ロクロの中心に粘土を置きます

b. 次に、手で粘土をたたきましょう

c. この後、ペダルを踏んでロクロを回しましょう

d. それでは、水に手を付けましょう

e. その後、両手を使って粘土を押しましょう、このようにです

f. これは最後の工程です

g. はい、これで終わりです！

使えるフレーズ

Transitions are words or phrase that help show when a new step to the 
process is beginning. �ese are important because your visitor will be able 
to feel that they are making progress.

If a group of people are participating in a workshop, it may be useful to have 
some help with giving instructions.

point

自分がいったいどこまで
進んでいるのか、いつ終
わるのかわからない状
態での作業に、参加者は
ストレスを感じます。
細かな作業の説明に夢
中になって忘れがちにな
るトランジションを活用
して、ワークショップにリ
ズムを作りましょう。

17



慣れない作業に戸惑い、予定通りに進められない参加者もいるで
しょう。難しいところは手伝ったり、代わったりして順調に進めていき
ましょう。旅行者にとって、予定通りに終わることも重要なことです。

必要であれば作業を代わってあげましょう
Taking over

We are a little behind schedule, so let me do this for you.

I will finish this part for you.

Let me help you with this.

a. 少し時間が遅れてきたので、これは私が代わりにやりましょう

b. この部分は私が済ませます

c. ここは手伝います

使えるフレーズ

ワークショップの目的は作品を完成させることですから、参
加者の言葉を全部理解できなくても、あまり気にする必要は
ありません。 パニックにならないでください。

言葉が理解ができないとき
What to do when you don’t understand

I don’ t understand.

Pardon me?

Sorry, could you say that again please?

Can you say it in a different way?

Please write the word. I will check the dictionary.

a. わかりません

b. はい？

c. すみませんがもう一度お願いします

d. 別の言い方でお願いできますか？

e. その単語を書いてください。辞書で調べます

使えるフレーズ

point

辞書はいつも手元に置い
ておきましょう。スマート
フォンの辞書でもOK。自
分がよく使う単語やフ
レーズのリストを作って
おくのも便利です。

Remember, the main goal of the workshop is to �nish the item, so you do 
not have to understand every word in English. If you do have a problem, 
don’t panic.

Staying on time is important, so if it is necessary, you can take over and try 
to save time.
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ワークショップは人とのふれあいも楽しみのひとつです。 
ちょっとした会話がきっかけで、あなたのワークショップはよ
り思い出に残るものになるかもしれません。 教えることが疎
かにならない程度に、おしゃべりを楽しみましょう。

ちょっとしたおしゃべり
Small talk

What part of Italy are you from?

Is this your first time in Japan?

Where are you staying?

How long will you be in Kyoto?

Have you tried this kind of workshop before?

a. イタリアのどちらから来ましたか？

b. 日本に来るのは初めてですか？

c. どこに泊まっているのですか？

d. 京都にはどのくらい滞在されますか？

e. このようなワークショップを以前されたことはありますか？

使えるフレーズ

�e main purpose is to give a chance for your visitor to have a hands-on 
encounter with craft, but the workshop should also be an enjoyable and 
friendly experience. Making small talk will make your workshop much more 
interesting. Be careful not to waste time that is needed for instruction.

年間を通してお客様がたくさん来ら
れ、毎週数組の海外の方と接していま
す。やきものづくりは古来から世界中
で人類が関わってきた作業であり、多
くのことは世界共通なので言葉の心
配はいりません。細かなニュアンスは
デモンストレーションを交えて見本制
作することでカバーしています。気を
つけるべき点は制作中に適宜アドバ
イスしています。いかに楽しく制作し
ていただけるかを心掛けています。

一番大切なのは、
楽しく制作していただくこと。

朝日焼作陶館（京都市）
　四元 由佳さん

  HANDS-ON INTERVIEW

主催者からの
メッセージ
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お買い物を楽しむひとときを提供
Give your guest a chance to shop

職人が作る工芸品の技術には及ばなくても、自分の作った作
品が丁寧にラッピングされていたり綺麗な箱に入れられてい
るのを見るのはとても嬉しいものです。使い方やメンテナン
スの方法などが添えられているとさらに喜ばれるでしょう。

ラッピングで美しく見せる
Item presentation

作品を後日郵送する場合は、送り先と送料と発送方法を明
確にしなければなりません。 特に海外に発送する場合はトラ
ブルが起こらないように充分に気をつけましょう。

発送先の確認
Postal forms

After experiencing the techniques of traditional craftwork, 
visitors can really appreciate how special traditional Japanese 
craft can be, which means a chance to sell your shop’s items. For 
some workshops, there may be periods of time when the visitor 
has to wait, for example, for fabric to dry or for workspace to 
become available. Spending some time in the shop may help to 
pass this time. 

If the item must be sent, it is very important to get the correct mail address 
and to consider the price and method of shipping. �is should include a 
general idea of prices for di�erent countries or regions. Also, make sure you 
can read your visitor’s handwriting.

Even though the items that tourists make are not at the same 
level as master craftsmen, it is a very special feeling for your 
visitor to see their item packaged in your shop’s box or 
packaging. It is a nice touch to include a note about how to use 
or wash the item, and to say thank you.

主催者からの
お礼の一言があれば
さらに気持ちが
伝わります。

point

point

書いてもらったアルファ
ベットや数字が読めない
ということは珍しくあり
ません。手書きの場合は
その場でしっかりと確認
する、またはテキスト入
力してもらうと安心です。

工芸体験をすると、参加者はその卓越した伝統技術に感銘
を受け、尊敬の念を抱きます。例えば作品が乾くのを待つ時
間、次の作業を待つ時間などに店内で過ごせるようにすれ
ば、作品を購入してもらえるかもしれません。
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憶えておきたい

ワークショップ

英語

Part3

Language of instruction
ワークショップで使う英語は、参加者の
作業を手助けするもの。完璧な英語は
必要ありませんし、少しくらい間違って
いても大丈夫です。ここではさまざまな
ワークショップの現場で役に立つ、単語
とフレーズをいくつかご紹介します。

Try to remember that the goal of your workshop 
is to help your visitors get through the process of 
making something with their hands. You do not 
need to use perfect English and making mistakes 
is perfectly �ne. Each workshop will have 
di�erent challenges, depending on the people 
participating. �is section will show you some 
useful phrases that will help you communicate. 

21



手の単語

Parts of the hand

手の動きに関する動詞

Common Hands-on Verbs

英語でのワークショップでは、手の動きに関する動詞がたくさん使われます。
さまざまな状況で役に立つ基本的な動詞をいくつか紹介しましょう。

When giving workshops in English, verbs for action using your hands are very 
important. �ese are some of the basic verbs that can help in many situations.

手の部分や指の名前を
覚えておきましょう。

Sometimes it is helpful to know 
how to talk about the parts of 
the hand and the name of each 
�nger.

Middle
Finger Ring

Finger

Pinkie

Pointer
Finger

Thumb

Palm

Wrist

Make a fist

こぶしを握る

Use your thumb
and index finger
親指と人差し指を使う

Push down
with your palm
手のひらで押しつける

Cup your hands
together

両手ですくうようにする
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Spray
吹き付ける

Tear
破る

Brush
刷毛で塗る

Hold
つかむ、持つ

Pull
引っ張る

Peel off
剥がす

Clip
挟んで留める

Pour
注ぐ

Shake
振る

Cover
かぶせる
ふたをする

Draw
描く

Stir
かき混ぜる
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陶芸に関する英単語例

Examples of Hands-on Verbs for Ceramics

Place
置く

Lift
持ち上げる

Roll
丸める

Roll out the clay with your fingers.
指で粘土を丸める

Smooth
滑らかにする

Smooth the inside of the bowl with the sponge.
お椀の内側をスポンジで滑らかにする

Pinch
つまむ

Pinch the clay around the top.
粘土の縁をつまむ

Gently lift the bowl.
お椀を静かに持ち上げる

Place the bowl on the board.
板の上にお椀を置く
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Wet
濡らす

Push out
押し出す

Pull toward
～に向かって引く

Make a …
形づくる

Make a ball shape.
ボールの形を作る

Push down
押し込む

Push down with both of your thumbs.
両方の親指で押し込む

Push out with your palm.
手のひらで押し出す

Wet the clay.
粘土を濡らす

Cut the clay by pulling toward you.
手前に引いて粘土を切る
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漆芸に関する英単語例

Examples of Hands-on Verbs for Lacquer

Sand
砂やすりをかける

Rub
擦る

Wipe
拭く

Wipe the inside of the bowl with the towel.
タオルでお椀の内側を拭く

Carve
彫刻する

Use the tool to carve a line.
道具を使って線を彫る

Brush on
刷毛で塗る

Brush the lacquer onto the bowl.
刷毛でお椀に漆を塗る

Rub the surface with your finger.
指で表面をこする

Sand the rim of the bowl.
お椀の縁に砂やすりをかける
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Spread
広げる、伸ばす、ムラなく塗る

Apply
当てる、塗る、付ける

Paint
塗る、描く

Rotate
回転させる

Rotate the bowl with your left hand.
左手でお椀を回転させる

Sprinkle
振りかける、吹きかける

Sprinkle the powder onto the spoon.
スプーンに粉を振りかける

Gently apply the gold leaf.
金箔を優しく貼る

Spread the lacquer on the surface.
表面に漆をまんべんなく塗る

Hold the brush firmly and paint carefully.
筆をしっかりと持ち、慎重に塗る
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テキスタイルに関する英単語例

Examples of Hands-on Verbs for Textiles

Trim
切る

Wind
（糸を）巻く

Tie
結ぶ、縛る

Tie a knot about this size.
このサイズに結び目を結ぶ

Pull down
引き下げる

Use both hands and pull down towards your body.
両手を使って体に向かって引き下げる

Insert
差し込む

Insert the shuttle here.
ここにシャトルを差し込む

Wind the string around your hand.
手に糸を巻く

Carefully trim this part.
この部分を慎重に切り揃える
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Run
流す

Rinse
すすぐ、洗い流す

Put on
着る、着用する

Twist
捻る

Twist the thread to squeeze out the dye.
糸を捻って染料を搾り出す

Fold
折る

Fold the fabric like this.
このように布を折りたたむ

Rinse for a few minutes.
数分間すすぐ

Run the water. Turn on/off the water.
水を流す　水を出す（止める）

Put on these gloves.
手袋をはめる
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金属工芸に関する英単語例

Examples of Hands-on Verbs for Metal Craft

Saw
ノコギリ（糸ノコ）で切る

Hit/Pound
たたく/連打する

Inlay
はめ込む、差し込む

Inlay the wire into this groove.
ワイヤーをこの溝にはめ込む

File
ヤスリをかける

File the edge of the metal.
金属の端にヤスリをかける

Tap
軽くたたく

Tap lightly with this small hammer.
この小さなハンマーで軽くたたく

Hit the pot hard. Pound this part a few more times.
ポットを強くたたく　この部分をもう数回たたく

Saw this part.
この部分を糸ノコで切る

30



Part3

憶
え
て
お
き
た
い
ワ
�
ク
シ
�
�
プ
英
語

Tighten/untighten
きつく締める/緩める

Sand
サンドペーパーをかける

Cut
切る

Measure
測定する、測る

Be sure to measure before you cut.
切る前にサイズを測る

Bend
折る、曲げる

Use both hands and bend.
両手を使って曲げる

Sand the surface of the item.
表面をサンドペーパーで磨く

Tighten the clamp.
締め金をしっかりと締める

Cut a small strip of the metal.
小さな金属片を切る

31



特定の単語が思い出せない時に使える便利な単語、この3つはぜひ覚えておきましょう。

使える単語 「スタッフ」と「シング」と「ツール」
All-Purpose Words

「スタッフ」は、粉末や液体など、数えられないものに使いま
す。「茶色いもの」というように形容詞を加えて活用します。

Stuff

「シング」は道具や機械など、数えられるものに使います。

Thing

Be careful not to touch this gold stuff with your bare hand.

The next step is to put the cloth in this stuff.

This red stuff will be used to change the color of the metal.

a. この金色のものは素手で触らないように注意しましょう

b. 次はこれに布を入れます

c. この赤いものは金属を変色させるために使います

使えるフレーズ

These things are used to stamp the clay.

This square thing can be used when you want to stop.

When you are ready to cut some clay, use this thing.

a. これらのものは粘土に刻印するのに使います

b. この四角いものは作業を止めたいときに使います

c. 粘土を切る準備ができたら、これを使いましょう

使えるフレーズ

もの（数えられない）

もの（数えられる）

ワークショップではさまざまな道具を使います。専門的な名
前を覚えても参加者には聞いたことのない名前かもしれませ
ん。「ツール」という単語はとてもシンプルで役に立ちます。

Tool

Use this tool. 

Hold the orange tool in your left hand.

Maybe the blue tool is easier for you.

a. この道具を使いましょう

b. オレンジ色の道具を左手に持ってください

c. もしかしたら青い道具の方が使いやすいかもしれません

使えるフレーズ

道具

All-purpose words are very useful when giving instructions, because you can 
use them in many situations when you do not know the speci�c vocabulary.

point

筆や刃物など、サイズや形
の種類がたくさんある道具
は、カラーテープなどで色
分けをして、「赤いツール」
「青のツール」というように
呼ぶと便利です。

32



Part3

憶
え
て
お
き
た
い
ワ
�
ク
シ
�
�
プ
英
語

ものを何かに例えて話すことは、初心者にとって非常にわか
りやすい伝達方法です。専門用語を使うと難解になってしま
う説明も、比喩を使えば簡単に伝えることができます。

比喩を使って説明しましょう
Metaphor

Using metaphor is a natural way of giving instructions, especially for people 
who are experiencing craft for the �rst time. Sometimes a metaphor is easier 
to remember. For example, look at the di�erence between the technical 
explanation and the metaphor:

【専門的表現】
型の周りに粘土を巻き付けましょう
余った粘土は型の下に詰め込んで、４cmずつの脚を作ります

【比喩を使った表現】
それでは、クラゲのような形を作りましょう
Ok, now, we are going to make a jellyfish shape.

【専門的表現】
この二つの三角形のブロックは、
畳んだ生地を挟むために結ばれています

【比喩を使った表現】
できあがるとサンドイッチのような形になります
When we are finished, it will look like a sandwich.

【専門的表現】
親指と人差し指で少し角度をつけて持ちましょう

【比喩を使った表現】
ペンを持つようにして持ちましょう
Hold it like you hold a pen.
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