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―― どのようなきっかけで団体がで

きたのでしょうか？

人材派遣会社が、顧客である企業を大

切にするあまり、従業員を守ることよ

り企業の意見を優先する状況になっ

てしまったため、お互いの意見が聞

けるように中間に立ちあうものが必

要であると思ったのがきっかけです。

日本に来て 10 年経っても日本語が話

せない外国人は日本社会では弱者に

なってしまい、ブルーカラーとしてし

てしか生きられません。外国人を受け

入れる基盤をつくらなかった政府や

雇用主である派遣会社など、みんなそ

れぞれに責任はあるのだけれど、誰も

その責任をとっていない。しかし何も

しなくていいはずがないと考え、団体

を設立しました。

―― 具体的にどのような事業をして

いますか？

様々な場所で相談会を行いながら、セ

ミナーでは日本の法律や制度の話を

したり、生活上の課題や教育について

情報交換したりしています。政府から

距離が遠い外国人に、直接必要な情報

を届けています。海外日系人大会など

大きな大会では、日系外国人の中では

現在どのような問題が多くて、そのた

めに政府にこうした対策をしてほし

いという要望を伝えています。リーマ

ンショックが起きた頃、一人のペルー

人から「職業訓練を受けたいが外国人

向けのものがない」と相談を受けまし

た。200 人から署名を集め、愛知県に

介護ヘルパー２級講座の開講を要請

しました。基金訓練（厚生労働省「緊

急人材育成支援事業」）前の初めての

無料講座だったため、思ったより応募

が多くあり実現することができまし

た。それが今でも介護職員初任者研

修という形で続いています。介護職

員初任者研修では、日本人が 120 ～

130 時間ほどで出来ることを外国人は

４ヶ月くらいかけてやっています。専

門用語の学習が多いため、日本語や漢

字も教えているからです。卒業生のそ

の後の進路は人それぞれですが、過去

には母国に帰って老人ホームを立ち

上げたペルー人もいました。

―― 実際にどのようなところからの

ニーズや声を受けて事業ができてい

るのでしょうか？

電話相談が多いです。現在行ってい

る放課後児童デイサービス事業も、

電話や相談会で「子どもに障がいが

あるがどうしたらよいかわからない」

という保護者の声を受けて始まりま

した。ただ相談を受けて解決方法を

見つけるのではなく、ゴールは何か、

何のためにやっているのか、また自

立するためにはどう支援したらよい

のかを考えて、その先に事業が生ま

れています。一時的な事業で終わら

せるのではなく、継続的に事業を実

施できるような事業計画を立ててい

ます。また、日本人が受けている行

政サービスを在日外国人にどう結び

付けられるかということも考えてい

ます。事業には収益が出るものと出

ないものがありますので、収益事業

の利益を収益の出ない事業に充てる

という方法で事業を拡大しています。

―― エスペランサのスタッフは何名

でしょうか ?

スタッフは４名です（2014 年 8 月現

在）。そのうち、ポルトガル語とスペ

イン語を話すことができるスタッフ

が 1 名ずついます。通ってきている子

どもたちの半数は外国籍で、今日はペ

団体の成り立ちと事業

放課後等デイサービス「エス
ペランサ」

「すべての人が楽しく暮らせる
  社会を目指して」
  NPO 法人 交流ネット

NPO 法人交流ネットは、在日外国人を対象に電話相談を行ったり、社会保険や雇用

保険など生活するうえで必要な情報についての説明会を開いたり、インターネット

を通してさまざまな情報提供をしたりしています。支援を受ける側が自立し、どん

な人も平等に楽しく暮らせる社会を目指して、“ 終わりのない事業 ” をモットーに

活動。今回は理事長である舩津丸謙一（ふなつまる けんいち）さんに、活動への想

いと 2012 年度に新しく三重県四日市市で始めた、児童発達支援・放課後等デイサー

ビス事業について、お話を伺いました。

 インタビュー１ 自助組織
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写真：エスぺランサの外観

写真：スタッフのミヤノさん

写真：エスぺランサの様子

ルー、ブラジル、ボリビア、日本の子

どもたちがいます。子どもたちに合わ

せて、ポルトガル語、スペイン語、日

本語で会話をしています。エスペラン

サができる前、地域の小学校の特別支

援教室に通っていた外国籍の子どもた

ちは、学校が終わったあと行くところ

がありませんでした。エスペランサは

外国人が多く住む団地にも近いため、

外国籍の子どもたちが多くいます。

―― 今までで一番やりがいを感じ

たことはどんなことですか？

日に日に成長していく子どもたち

を見るのが一番の喜びです。最初

は暴れまわったり、物を投げたり

していた子が、今では落ち着いて

本を読んだり、何より笑った顔を

見ることが多くなりました。初め

は鉛筆で線をなぞることもできな

かった子が、今では上手になぞる

ことができるようになったことな

ど、成長するのを見ていると仕事

にやりがいを感じます。

―― 子どもたちへの療育はどのよう

に学びましたか？

毎日が勉強です。子どもたちは一人

一人できることが異なるため、それ

ぞれの子ども達に合った内容を考え

ていかなければならないことは大変

です。皆が同じことができるわけで

はないので、一日の計画を立てるの

は難しいです。

―― 今までで一番苦労したことはど

んなことですか？

立ち上げ当初はたくさん調べものを

したり、団地を回って地域の人に声

をかけたり、チラシを配ったり、県

庁や市役所に出向いたり、他の施設

を訪問したりと、とても苦労しまし

た。今は、重度の障がいを持つ子ど

もたちが暴れたり、なかなか言うこ

とが通じなかったりすることが大変

です。身体は一人前に成長している

ため力がとても強く、スタッフ一人

では止めることができません。自分

た ち に は 当 た り 前 に で き る こ と で

あっても障がいを持つ子にとっては

難しいのだと実感します。大変なこ

とはたくさんありますが、子どもた

ちにとってエスペランサは必要な場

だと思っています。

―― 子どもたちと接するときに気を

付けていることはありますか？

ほとんど部屋の中で生活していると

どうしてもストレスが溜まってしま

い、外に勝手に出て行ってしまう子

どもたちがいますので、注意して見

ていなければなりません。ハサミを

振り回したり、外に飛び出すことな

どは危険だということがわからない

子どもたちに、危険を伝えるのは大

変です。しかし、これまで子どもた

ちが大けがをしたり、問題になるよ

うなことはありませんでした。褒め

るときは褒める、怒るときは怒ると、

我が子のように接しています。

―― 活動を通じて日本社会の変化を

感じることはありますか？

しっかりとお互いに話をすればわか

り合えるという考えを持つ人が多く

なったと感じています。みんな同じ

人間ですから。いろいろな人のお話

を聞いていると解決できないことは

ないのではないかと希望がわきます。

―― 今後の目標は何ですか？

　持続可能な事業を行い、団体をさ

らに拡大していきたいと思っていま

す。終わりのあるものでなく、継続

性のある事業をつくっていきたいで

す。子どもだけでなく、大人も高齢

者も暮らしやすい社会にしていくこ

とを目指していきます。

　　　　　　　　　（文責：石丸絢賀）

理事長：舩津丸 謙一

住所：〒 491-0841　

愛知県一宮市松島町 11-2-2F

TEL：0586-71-8867

E-mail：info1@koryunet.org

HP：http://www.koryunet.org

NPO 法人交流ネット

多文化共生社会に向けて

スタッフ ミヤノさんのお話

３たぶんか便り



 インタビュー２ 外国にルーツをもつ人々

４たぶんか便り

「自分の人生、やりたいことを
  やって頑張りたい。」

  薛燕（ショウイエ）さん 
  ～日本で料理店を開業して～ 

モンゴル

ハミ

カザフスタン

キルギス

新疆ウイグル自治区

ショウさんが初めて日本へ来たのは、今から 20 年前の

1995 年。ふるさとはハミウリの産地として有名な新疆

ウイグル自治区クムル地区のハミ（哈密）である。「町

が小さい。外に行きたい」とずっと思っていたというショ

ウさん。ショウさんが 33 歳のときに、先に妹が来日。

「チャンスがあれば、外に行きたいと日本語や英語を勉

強していました。現在は東京で漢方薬の先生をしている

妹のつてで日本に来られることになりました」。友人の

紹介で中京大学へ留学。1 年間日本語を勉強した。その

間にご主人に出会って結婚、日本で暮らすこととなった。

留学中、肉まんや餃子を食べたいと思うことが何度も

あった。「日本の肉まんを食べましたが、自分で作った

ものとは違うと思いました。そこで、蒸し器を買って自

分で作り、近所の人や友達に持っていったら、おいし

いおいしいと言ってくれました。『なぜお店をやらない

の？』とも度々言われました。でも、お店をやるにはお

金がかかるでしょ」。そんな折、妹のご主人が、出資し

てくれることになった。「日本に来てからも何かやりた

いと考えていました」というショウさん。友人の紹介で、

現在の店舗に出会い、2008 年に営業を開始した。「最初

は店内すべてがカウンターで、商品も肉まんのテイクア

ウトのみでした。お客さんも少なかった。私はラグ麺、

餃子など何でも作れたので、サービスでお客さんに食べ

てもらっていたら『なぜメニューにしないの？』と言わ

れるようになりました」。その後、お店での同窓会開催

の依頼を受けて、近所から机や椅子を調達してきたこと

をきっかけに、2012 年に店内を改装することになった。

「今では山形や横浜、大阪など遠方から訪ねてくれる人

もたくさんいます。一日に二度来店してくれた人もいる

のですよ」。

名古屋市守山区で新疆ウイグル家庭料理店「香膳（カゼン）」を経営する薛
燕（ショウイエ）さん。料理のおいしさはさながら、一度来店すると何度
も来たくなる魅力がたくさん詰まっている「香膳」。その秘密はショウさん
の素敵な人柄にある。お客さん、ご近所さん、誰からも愛されているショ
ウさんにお話をうかがった。

故郷でのショウさんの家族は 7 人。「兄 2 人妹 2 人とい

う兄妹の中で育ちました。両親に病気があったため、9

歳の頃にラグ麺 *、肉まん、餃子などの作り方を教わり、

その後ずっと家族の食事を私が作っていました。そのた

め、学校にはあまり行けませんでした」というショウさ

ん。両親が亡くなってから、勉強したいという思いが募

り、中国の大学に進学した。「自分の人生を頑張りたい。

これまでずっと家族のために料理をしてきたから、当分

料理はしたくないし、見たくない。そう思って勉強して

大学を卒業して、ハミで会社を作りました」。当時、ハ

ミでは政府が投資して建物をたくさん作った。ショウさ

んは家の内装（電気、壁紙、タイルなど）に必要なも

のを調達するビジネスを手がけ、成功した。「その頃に、

妹が日本へ行きました。自分も行きたいと思い続けてい

たところ、日本へ来るチャンスを手に入れました」。
* ラム肉、野菜をトマトで煮込んでからめた中国の麺

写真：故郷にて

兄妹とともに。

日本への道

生い立ち

留学から
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「先日、手話をするお客さんが来店しました。子どもさ

んの入学式の後だったようなので、お祝いの気持ちを込

めてラグ麺、餃子とたくさん作ったところ、手話で『お

いしいおいしい』とたくさん言ってくれました。言葉は

話せなくても身振り手振りで会話できたことが嬉しかっ

たです」。お客さんとコミュニケーションを取っている

時の店内にただよう場を包み込むような温かい雰囲気が

好きだというショウさん。以前には、旅行でショウさん

の故郷を訪ねるという青年の滞在中の宿泊先や食事を手

配したこともあった。「せっかく故郷を訪ねてくれるの

だから、自分にできることは何でもやってあげたいと思

いました」というショウさん。“ 人のために ” と相手を

想うショウさんの優しさは周りの人々を惹きつける魅力

のひとつだろう。

人々とのコミュニケーションを大切にし、お客さんの

満足を第一に考え、惜しみないサービスを提供する

ショウさん。そんなショウさんの人柄を象徴する出来

事があった。「先日、私の誕生日前に常連さんから 20

名の予約がありました。そうしたら、なんと食事の最

後にバースデーケーキで誕生日をお祝いしてくれたの

です。とても感動しました。また、お店のオープンや

改装の時には、近所の方が胡蝶蘭や長机をプレゼント

してくれました。お店を起業する前は、近所の人によ

く食事を持って行ったり、子ども同士が遊んだりもし

ていました。今は忙しくて、近所の方と食事をした

り遊んだりする時間がなくなってしまったことが残

念ですが、お店で皆さんの笑顔を見られることが幸

せです」。

「無添加の良いものを素材の味を活かして料理しています。

ラグ麺は機械を使いません。餃子も一枚一枚、しわまで一

個一個手づくりしています。だから、他のものとは生地か

ら全然違うんですよ。厨房をきれいに掃除したり、すべて

の料理を手作りしたりするのは大変です。苦労はあります

が、心の中は幸せです。毎日幸せと言っていますし、そう

いうことが大事だと考えています」。週末はお客さんが多

く、特に忙しい。「ある時、息子が『お母さんのお店では、

お客さんの方からありがとうと言ってくれるんだね』と驚

いていることがありました。息子はコンビニエンスストア

でアルバイトをしていますが、いつも自分の方からありが

とうございますと繰りかえしているそうです。でも、この

お店では逆です。お客さんがキッチンに聞こえるように大

きな声で『ありがとう』と言ってくれます。私はお客さん

に満足してもらうことを大切にしていています。お金を

払った分の価値が得られないと嬉しくないですよね。『お

いしい』と食べて満足してもらうことが大事だと考えてい

ます」というショウさん。良いものをお客さんが満足する

まで提供したい、ショウさんのそのこだわりがたくさんの

リピーターを生み出している。

若い頃は、サッカーをやりたい、自分や家族のことを

題材に小説を書きたいなど、様々な夢があったという

ショウさん。「今の夢は？」との筆者の問いかけに「今

はもう若くありません。私は日本に来て夢を実現しま

した。今の夢はこのお店だけです。たくさんの人に私

のつくった料理を食べてもらいたい」と清々しい笑顔

で答えてくれた。（文責：河村槙子）

写真：餃子は皮も

手づくり。

コミュニケーションから生まれるもの 思いがけないプレゼント

経営へのこだわり 将来の夢

住所：〒 463-0017

名古屋市守山区喜多山 2 丁目 2-14

※名鉄瀬戸線「喜多山」駅下車徒歩 1 分

TEL：052-795-4133

営業時間：11:30 ～ 14:00、17:30 ～ 21:00　火曜定休

HP：https://www.facebook.com/silkroad.kazen

香膳（カゼン）
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地域日本語教育基盤整備支援事業 2014

あいち多文化映画祭 2014

愛知県内の地域日本語教育の実態を把握し、現場に必要な情報やスキルアップ

の機会をつくっていきたいと昨年度から取り組んできた本事業。今年度は「日

本語教室に通っていない外国人 100 人インタビュー」の結果報告や、各種調査

結果から見えてきた教室運営上の課題、また「5 年後も継続・発展しているた

めのポイント」についてご紹介・ご提案させていただきました。

さらに、日本語ボランティア研修への講師派遣をご提供させていただいたとこ

ろ 7 団体からご応募があり、計 9 回の研修会を開催しました。これらの結果は

報告書にまとめて公開しますので、ご関心のある方は団体宛にご連絡ください。

＊調査結果・発表資料は、団体ブログに掲載しています。

　　　http://blog.canpan.info/mrc-t/archive/403

－もっと気軽に、たくさんの人と “ 多文化共生 ” について語り合いたい！

そんな想いから企画した「あいち多文化映画祭 2014」は、一般公募で集まっ

た国籍も立場も異なる 13 人の若者による手作りイベント。４日間で計７作品

を上映し、224 名の方にご参加いただけました。そのうち 9 割が当団体のイベ

ントに初参加、20 〜 40 代が 7 割を占め、“ 新たなつながりづくり ” としても

大成功 !! となりました。来年度も実施を予定しています。ぜひご参加ください！

・日本で生まれてくる子どもの 49 人に 1 人がハーフという数字に驚きました。

・在日コリアンについてはあまり知らなかったため、今回の映画 ( ウリハッキョ ) を見ることができて、少しです

　が朝鮮学校の現状を理解できました。

・日本のなかにも “ 難民 ” と呼ばれている人がいることを知りました。

・“ 移民の国 ” と呼ばれているフランスでも、すべてが上手くいっているわけではではない。人と人が敬意を示し

　ながら接することが必要だと思いました。

参加者からの感想

実施概要

① プレイベント（10 月 4 日、名古屋都市センター）

　上映作品：HAFU

② 映画祭（11 月 1,2,3 日、au Nagoya）

　上映作品：ウリハッキョ／サルサとチャンプルー／ A Escolha ／すぐそばに　

　いた TOMODACHI ／パリ 20 区、僕たちの教室／茜色の約束 サンバ do 金魚

   ＊詳しくは、下記関連サイトをご覧ください。

　　　公式ホームページ　  http://mrc-t3.wix.com/tabunkaeigasai2014

　　　facebook ページ　　http://www.facebook.com/tabunka.eigasai

　　　Readyfor? 寄付ページ　　https://readyfor.jp/projects/MFF2014

平成 26 年度  事業報告
（平成２６年６月～平成２７年５月）
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外国にルーツのある子ども（外国人児童生徒）の発達障がい
に関する調査事業

学習において特別な配慮の必要な外国につながる子どものための研修会

・「愛着障害」について、よく理解できた。「一対一」の対応ができるよう、また第三者との連携ができるよう、

　環境を整えていきたいと思う。

・手順をルール化することの重要性を認識しました。その上でレベルアップの ためにトレーニングさせることな

　ど、よく考えて支援できればと思った。

・子どもの診断名で見るのではなく、子どもの困ったところを支援し、「ほめられる」体験をつませることが大

　切というご指摘は大切だと感じた。

・タブレットを使っての教材づくりが体験できて良かった。

参加者からの感想

実施概要

平成 26 年 7 〜 9 月に公益財団法人あいちコミュ二ティ財団の「あいちの課題

深掘りファンド」の助成を受け、外国にルーツのある子ども（外国人児童生

徒）の発達障がいに関する調査事業を行いました。調査では、現場に関わる

NPO や教育・医療関係者へのヒアリング及び愛知県教育委員会、県内市町村

の教育委員会、保健担当部局に調査票を依頼しました。調査結果はあいち「見

える化」ウェブにて公開されていますので、ぜひご覧ください。

　　　http://mieruka.aichi-community.jp/archives/973

「勉強中に席を立って歩き回ってしまう」「文字や数字がなかなか定着しないため、学習が進められない」・・・など、

現場で子どもたちの支援に取り組む支援者の皆さんの「どうしたらいいの？」の声から生まれた本研修会。3 日

間にわたって、子どもたちの個々の特性に応じた支援の方法を学びました。

① 第１回 (3 月 15 日 )　指導につなげるためのアセスメント（岡谷 絵美氏：小牧市学校カウンセラー、他）

② 第２回 (3 月 22 日 )    グループワークを通じて、子どもの気持ち、感覚に近づく 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （中久木 俊之氏：NPO 法人子ども支援室カシオペア 代表）

③ 第３回 (3 月 28 日 )　子どもの特徴に合わせた配慮の仕方（清長 豊氏 : 発達障がい療育トレーナー・アドバイザー、他）

　　　　　　　　　  　   電子教材作成ツール “ FingerBoard” を体験してみよう （都築 鉄平氏 :Semiosis 株式会社）

また、調査結果を踏まえて 12 月には成果報告会を行い、課題に関心をもつ皆さんとともに解決策を考えました。

今後は、今回の調査で生じた新たな疑問について丁寧に継続調査を行うとともに、外国人の子どもに直接関わる

学校教員や臨床心理士、NPO スタッフ及び保護者等のネットワークづくりを行い、これまで個人が蓄積してき

た支援や指導のノウハウを地域社会全体で共有できる仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えています。



キラリ★ 外国人が輝く職場

８たぶんか便り

自動車部品工場で働いていましたが、リーマンショックを機に失職しま

した。ボランティアの日本語教室で勉強していた時に浜松国際交流協会

で「介護のための日本語教室」が開催されるのを知り、受講しました。

教室では、介護の現場で使う日本語の表現や簡単な技術・知識に加えて

面接の仕方などを教えてもらいました。その後、見学に行った施設で採

用が決まり、現在に至ります。

　・利用者さんの血圧を測り、体調をみる

　・ 掃除

    　部屋を掃除しながら、利用者さんの様子に変わ

　　ったことがないかを確認します。利用者さんに

　　傷や何か変化があった場合には、看護婦さんに

　　伝えて指示をもらいます。

　・お散歩

　　足のリハビリのためにお散歩をして外気浴を

　　します。

　・食事

　　料理を利用者さんと一緒に作ったり、盛りつけ

　　もします。

　・レクレーション

　・日誌を書く

　　利用者さんの体調や生活の様子などを記入し

　　ます。

現在の仕事に就いたきっかけ

文化のギャップ

職場の工夫

やりがい

グループホーム花みずきでは、外国籍職員は春美さん 1人。職場では、
春美さんが働きやすいよう、様々な工夫がなされました。
入社当時私に与えられた仕事は、利用者さんと話をすることだけでした。

仕事に慣れてくると、少しずつ業務の内容が増えていきました。その頃、

私は漢字が読めなかったので、職場のマニュアルも業務指示も口頭で伝

えてもらいました。毎日の仕事として欠かせないのは日誌の記入です。

「1 ～ 2 時間かかってもいいから、時間をかけてゆっくり書いて。現場

は自分たちが担当するから」という先輩の声に助けられました。“ ○○

さんは立ったり座ったり不穏な表情で落ち着かない様子、レクレーショ

ンで風船バレーをして投げる時に他の人に当ててしまった ” など、パソ

コン入力する内容を、先輩に紙にルビ付きで書いてもらうこともありま

した。食堂で利用者さんの座る場所には顔写真と名前（ひらがな）、湯

呑みや箸にも名前（漢字とふりがな）を書いてもらいました。

利用者さんと過ごす中で、工夫をしながら利用者さんにとっていい介護

ができた時にやりがいを感じます。スタッフ皆さんで会議をして「今日

はこれをしてどうだった」「これがいいかもしれない」と話し合います。

その結果、問題が解決できた時は嬉しいです。利用者さんのために何か

できれば…と、様々な知識を身に着けられるように勉強しています。利

用者さんが一日一日を笑顔で過ごせるように、ゆっくりゆったり、その

人のペースに合わせながら生活できるようサポートしています。介護の

知識は就職に関係なく、ぜひ皆さんにも勉強してほしいと思います。例

えば、認知症の方は、何かを言われると不安になったり変な行動に出た

りすることがあります。たった一つの動作でも不安になることがありま

すので、勉強してどんな言葉がけと行動をすれば良いかがわかっていれ

ば、嫌な気持ちにさせなくて済むのではないかと思います。

・ケア会議では、日本人は相手と話をする際に、ずっと目を見続けると

　いうことはしないようにしていると感じます。そのため、私も途中で 

　わざと目をそらしたり…ということを心がけています ( 笑 )

・自分が外国人だということを伝えても、利用者さんの反応は普通でし

　た。おはぎの作り方や季節の行事など、わからないことは職員さんや

　利用者さんがいつも教えてくれます。そのため、文化の違いによる

　ギャップはあまり感じていません。

春美さんは、まじめで意欲的で大変優し

いです。入社当初、春美さんはその日に

教えたことを翌日には完璧に覚えてき

て、熱心に仕事に取り組んでいましたの

で、これだけ頑張るなら応援しよう！

と、春美さんが働きやすい工夫を行いま

した。春美さんの頑張りや人柄が、周り

からの信頼につながり、今では皆が頼り

にする存在です。

喜久里さんのある一日の流れ

８：３０ 出勤

１３：００

１７：３０ 退社

施設長の声

喜久里 春美さん（ペルー出身 ）

社会福祉法人慶成会　

グループホーム花みずき  介護福祉士

介護の仕事はご利用者さんの生活の支援です。グルー

プホームでは自宅にいるような環境づくりをします。



９たぶんか便り

上江州 ガブリエラ ちゃん

上江州 ビクトル くん

外国にルーツをもつ

岡崎市で、外国人も日本人もお互いに助け合い、誰もが住んでよかったと
思える地域社会づくりを目指して活動する「Viva おかざき！！」。今回は、

「Viva おかざき！！」の日本語教室に通う上江州（うえず）ガブリエラちゃ
ん（小５）、ビクトルくん（小２）の姉弟に絵日記を書いてもらいました。



１０たぶんか便り

日亜学院はもともとブエノスアイレス日本人会附属日

本語教習所として 1927 年に設立されました。現在で

は、アルゼンチンで唯一日本語教育を行う初等・中等教育機関

として認定されています。英語も正規授業として実施されてい

るので、バイリンガルならぬトリリンガル教育をしているとい

うこともあり、まさに「多文化共生」と呼ぶにふさわしい学校

と言えます。十数年前までは、在学生のほとんどが日系人だっ

たとのことですが、今では、小、中学部に通う子どもたちの半

分以上が非日系となっています。そして、非日系＝ヨーロッパ

系アルゼンチン人というわけではなく、日本以外のアジア圏の

子どもたちも通っています。普段の子どもたちの会話は、ほぼ

スペイン語ですが、そのなかで、日本語や英語、中国語も飛び

かうわけで、子どもたちは学校内で幼いころから「多文化」に

浸っていることになります。

現在日本語の授業は、小学部では月水金の午後、中

学部では火木の午後、日系人や日本人の先生方が、

言葉だけではなく、日本の文化や習慣についても教えていま

す。他の学校に通う子どもたちが通う土曜日クラス、火 / 木

の夜間と土曜日の成人クラスもあり、日本語の他に和太鼓、

折り紙、浴衣作りや書道といった講座も定期的に開催されて

います。私は自分で浴衣を縫ったことなどない日本人ですが、

こちらでは、自分で縫った浴衣を着て盆踊りを踊るアルゼン

チン人の方がいらっしゃるわけです。

それだけではありません。2 歳児からの幼稚園も併設され、そ

こでも日本語や日本の行事、お行儀などが教えられているもの

だから、「子どもの日」にこいのぼりを飾れば、青い目をしたブ

ロンドの髪の子も、黒い髪のおさげの子も、みんなが真鯉緋鯉

を指差して「こいのぼり〜」と嬉しそうに声を上げ、七夕の時

期には、短冊をつるした笹を手に持ってうちに帰ります。

アルゼンチン編

そうはいっても、やはりここは日本ではなく、アル

ゼンチン。日系 2 世の中には日本語が全く話せない

方もたくさんいらっしゃいます。今は 3 世 4 世の時代になり、

母語がスペイン語となっている子どもたちがほとんどなのか

もしれません。そんな状況の中で、日本の文化がこれほどま

でに大事にされている背景には、アルゼンチンに最初に移住

された日本人が、日本人としての誇りを持って、日本人らし

さを失わず、礼儀正しく正直に生きてこられたからなのだと、

日系 2 世で日亜学院文化センター長をされている三井デリア

先生は、繰り返しおっしゃっています。

アルゼンチンはもともと、ヨーロッパからの移民が移

り住んでできあがった国家です。そういう意味では、

アルゼンチンのどこの学校でも、様々な国をルーツに持つ子

どもたちが当たり前に、同じ教室で机を並べているわけです。

その中で、日系人として日本の文化をここまで継承して生活

されているということに、日本人としての気概をしみじみ感

じています。そしてそれは裏を返せば、アルゼンチンの人々

が日本人を日本人として受け入れてくれたことに他ならない

のだと思います。

JICA の日系社会シニアボランティアとして 2014 年

3 月末から、日本文化を伝えるために日亜学院に派

遣され、逆に日本という国のすばらしさをアルゼンチンの

人々に教えてもらった９カ月だったと感じています。

ブエノスアイレス日亜学院
寄稿：貝谷京子（元 JICA 日系社会シニアボランティア）

世 界 の 多 化文 事 情

日亜学院小学部の子どもたち。日系人
だけではなく、さまざまな国の子ども
たちが通う。

５月に開催された日亜学院小学部
秋の運動会。

玄関ホールに展示された「こいのぼり」や
「５月人形」を見て喜ぶ子どもたち。

日本の家庭料理を紹介

する筆者（写真右）

ブエノスアイレス市
南米のパリとも称される人口約 290 万を擁する

アルゼンチン共和国の首都。町の名称は「順風」

を意味する。アルゼンチンタンゴ発祥の地。

●

B u e n o s  A i r e s



あなたのお家、 見せてください。
「日本で暮らす外国人はどんな生活を送っているのだろう？」「お隣に住む外国人のこ

とをもっと知りたい！」そんな想いから生まれたこの企画。第４回目は、メキシコ出

身のリリーさんのアパートを訪問しました。留学生として名古屋の大学で日本語を学

んだ後、現在は人文学部日本文学科で、日本の学生たちと同じように授業をうけてい

ます。( 文責：鈴木麻美 )

１１たぶんか便り

ココナッツパウダーをかけたり、フルーツをチョコ

レートでコーティングしたり。フルーツがとっても

安いから、お菓子にもジュースにもよく使われます。

メキシコは昔の日本の駄菓子屋さんのようにさまざま

なお菓子があるそうです。

メキシコは情熱の国であり、みん

な踊ったり歌ったり大勢で騒ぐの

が大好きです。メキシコの民族衣

装は実に華やかで、国旗にちなん

だ原色５色を非常に良く用いるそ

うです。

自炊することが多いというリリーさん。普段何を

作るの？と聞いたら、メキシコ料理を作ることは

少ないのだそうです。メキシコ料理は素材の味を

そのまま生かすというより、いろんな調理を加え

て味つけしていくという感じ。とにかくいろんな

具材を混ぜて作るし香辛料もたくさん使うため、

日本で材料をそろえるのが難しい。だから日本の

スーパーで手に入るものを使って炒め物したり、

漬物を買ってご飯と一緒に食べたりしているとの

こと。好物はソバ！家でもよく、ソバをさっとゆ

でてつゆをかけて食べるそうです。炊き込みご飯

も大好き！日本のよいところは「旬」の素材があ

ること。この季節はこれがおいしい、というのを

入れて炊き込みご飯にするのが好きなんだって。

なんだか日本人より日本人らしい食生活を送って

いますね♪

リリーさんの家族は旅行好きで

世界中いろんなところに行って

いるとのこと。家族が現地から

送ってくれたはがきを貼り付け

たこの壁はとてもインターナ

ショナルな空間でした。兄弟は

ヨーロッパに住んでいるそうで

す。世界各国に家族が散らばっ

ていますね。グローバルファミ

リー！。

リリーさんの生活になくてはな

らないものがこの楽器たち。ベー

ス、ギター、キーボード。No 

music No life というリリーさん

はときどきバーで歌を披露する

ほどの美声の持ち主！作曲もす

るそうです☆

メキシコの伝統衣装

メキシコのお菓子やインスタントスープ家族からのはがき

No Music No Life

1

3

2

4



かおりん行政書士

多国籍なかえるたち

と

編集後記

VOL.1

１２たぶんか便り

ニュースレター編集に参加してくれる仲間を募集していま

す。異文化体験がしたい、語学を生かしたい、文章を書くの

が好きな方など、お気軽にお問い合わせ下さい。

団体正会員 年会費  20,000 円　 個人正会員 年会費  5,000 円
賛助会員 　年会費    3,000 円　 寄付　　 　一口　  1,000 円
＊ご支援頂ける方は下記までご連絡下さい。

( 特活 ) 多文化共生リソースセンター東海
〒 460-0004  名古屋市中区新栄町 2-3 YWCA ビル 6 階
TEL：052-228-8235  FAX：052-228-8236　
E-mail: mrc-t@nifty.com 
HP: http://mrc-t.blogspot.jp/

松田薫行政書士事務所
行政書士　松田　薫 
名古屋市中村区佐古前町 2-49 佐古前ビル 203 号
TEL：052-446-5151
MOBILE：080-3675-0164
MAIL：kaorumatsuda_i_law@ybb.ne.jp

発行：（特活）多文化共生リソースセンター東海
発行責任者：土井佳彦
編集委員：河村槙子・松田薫・鈴木麻美・石丸絢賀
　　　　　近藤淳宗（レイアウト）

かおりん先生 かえるくん
かえるとサルサとベーグルをこ

よなく愛する新米行政書士。日

本で暮らす、海外から来た人も

かえるも気持ちよく暮らしてい

けるお手伝いがしたいと、細々

と奮闘中。

住民の 7 割は海外から来たかえるとい

う「ちゃんぽん池」に暮らす、生粋の

ニホンアマガエル。好奇心旺盛で、池

の外に一匹で出かけて行ったとき、か

おりん行政書士事務所に迷い込んでか

ら、かおりん先生との交流が始まる。

かえるくん：かおりん先生、今日はブラジルから来たケロド

リゴからもらったポンデケージョのお裾分けに来たケロ～！

かおりん先生：かえるくん、いつもありがとう。いろんな

国の料理が食べられて嬉しいな。まるで名古屋で世界旅行

をしているみたい。

かえるくん：ぼくもちゃんぽん池で暮らしていると、いろ

んな国のかえるに会えるからおもしろいケロ～。

かおりん先生：ところで、ちゃんぽん池にはどこの国のか

えるたちが暮らしているの？

かえるくん：ブラジル、中国、韓国、フィリピン…いろん

なかえるがいるケロ～。みんな、ときどき「にゅうかん」

というとこに行ってるみたいだケロ。ぼくは行ったことな

いんだケロも ...

かおりん先生：それは 「入国管理局」というところだね。

海外から来たかえるたちが日本に入る時の審査をしたり、

日本で暮らしていく中での在留資格…みんながビザと呼ん

でいるものについてのさまざまな手続きを行っているよ。

海外から来たかえるさんたちは、何らかの「在留資格」を

持って暮らしているんだ。在留資格には期限があって、そ

の更新や、変更の手続きをするためにみんな入国管理局に

行っているんだ。在留資格によって日本でできることが決

まっていて、その内容のほかのことをしたり、期限がすぎ

ているのにそのまま日本にいたりすると、日本にいられな

くなってしまうこともあるよ。

かえるくん：新しいことばがいっぱいだケロ～。にん

げんのことばは難しいケロね。そういえば、この間に

んげんが「いのなかのかわずたいかいをしらず」って

言ってたケロ。かわずってぼくらのことケロね？ぼく

はちゃんぽん池しか知らないケロも、ここには海を越

えて来た仲間たちがいるケロ～。

かおりん先生：グローバル化は池の中で起きているとい

うことだね。かえるくんはちゃんぽん池にいながら、「大

海」の向こうを知っているということだよ。

かえるくん：なんだかうれしいケロ～！でも、みんなは

ことばや、ごはん、学校、お仕事、ビザとか、いろんな

ことで悩んでいるみたいだケロ ... 助けてあげたいけど、

ぼくもどうしていいかわからないケロ～。

かおりん先生：私が力になれることなら、いつでも聞き

に来てね。私もちゃんぽん池のみんなが気持ちよく暮

らせるようにお手伝いしたいな。

かえるくん：おぶりがーどケロ～！ (obrigado【意味】

ありがとう：ポルトガル語）

かおりん先生：あっ、すごい！さすがちゃんぽんっ子

だね！

かえるくん：ケロドリゴがいつも言っているから覚え

たケロ！じゃあ先生、また来るケロ～！

サポーター会員大募集！

「ニュースレターの
編集作業、その過程
にいつも多くの学び
があります」
（まっき～）

「今月号からフルカ
ラー印刷。より多くの
人に手にとって読んで
ほしいです」
（じゅんじゅん）

「『香膳』のショウさん
のように、逞しく、
周りを明るくできる人
になりたいです～」
（かおりん）

多文化ちゃんぽん池
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