


日本ユーラシア協会愛知県連合会

うのは、地図上ではわかっていても、

少しばかり新鮮な驚きだった。

　この協会の歴史は古い。「日本ユー

ラシア協会」は日本とロシアの前身

である旧ソビエト社会主義共和国連

邦との国交回復日ソ共同宣言を受け、

1957 年 6 月 29 日 に「 日 ソ 協 会 」

の名称で、ソ連と当時ソ連に属する

国との国際親善を目的に設立された

（ソビエト連邦の崩壊を受け、協会

は 1993 年に名称を「日本ユーラシ

ア協会」に変更した）。設立者は元

総理大臣の鳩山一郎氏である。その

後、各都道府県が支部を持つように

なっていく。愛知県連合会は同年 10

月に当時名古屋支部として栄に誕生。

現在の民主連合会館に移転したのは、

1962 年。協会誕生から 60 年以上、

この名古屋市内で手堅く、ロシア語

教室の運営やロシアの文化紹介、そ

して日本との交流事業に携わってい

くこととなる。

　講座の案内を見せてもらった。名

古屋圏で数少ないロシア語学習教室

である。ロシア語講座は初心者から

上級者、また高齢になってからロ

シア語をはじめる人のためのシニア

コースなど、学びやすいようにきめ

細かい配慮がされている。講座を受

ける人の目的、年齢はさまざまだが、

にぎわう新栄町の大通り。その一本裏の道にある通りに愛知民主会館はあっ
た。一階にある書店には、労働者問題、原発や日本国憲法などの書籍が並ぶ。
この建物の３階に、日本ユーラシア協会愛知県連合会（以下、愛知県連合会）
はある。「ユーラシア」と聞いて、あれ？どこだろう、と思う人も多いかもし
れない。ユーラシア大陸と聞いてはじめてピンとくる人もいるだろう。この冬、
オリンピックが開催されたソチがあり、そして今、ウクライナ問題で何かと
話題になっているロシアを中心とした、旧ソ連諸国と日本との交流をはかっ
ている団体だ。愛知県連合会という名称からもわかるように、全国規模の団
体である。愛知県連合会理事長の安原勝彦さんに、お話を伺った。

　オフィスはこぢんまりしていて、ユー

ラシアの物産やロシアの有名な人形マ

トリョーシカなどが置いてあった。オ

フィス訪問時には、安原さんの他に 2

名のボランティアスタッフが仕事をし

ていらっしゃった。ロシア語講師のロ

シア人の先生も出入りされていたので、

時折ロシア語も聞こえてきた。愛知県

連合会には有給スタッフはおらず、10

名ほどのボランティアスタッフによっ

て運営されているそうで、 アットホー

ムな雰囲気が伝わってきた。まず、愛

知県連合会が行っているロシア語教室

のパンフレットを見せていただいた。

そこには「そう言えば、ロシア語って

隣の国の言葉なんだ！」というキャッ

チフレーズがあった。そうだ、ロシアっ

て隣国だったんだ。隣国というと、中

国や韓国あるいは台湾が思い浮かぶが、

ロシアという国名が浮かぶ人は少ない

のではないだろうか。北海道・小樽出

身の友人によると、小樽にはロシアの

船員たちも上陸するので、見かけるこ

とが多いという。現在では新潟でもそ

のような状況であるということは聞い

ていた。しかし、それ以外の地域にとっ

ては、隣国と言ってもやはり距離があ

るような気がする。ロシアが隣国とい

「ロシアが好き」というのが大多数の動

機のようだ。また、ロシア語講座の他

には、合唱団 “ ミール ” というサーク

ルがあり、ロシアの歌をロシア語で歌

う合唱団で、月 2 回くらい練習日を設

けているとのこと。またロシア料理の

サークルもある。

　愛知県連合会は、ロシアの楽団の招

へい、ユーラシアへのツアー企画な

ど、さまざまな文化交流活動をしてい

る。多々ある活動の中で特に大切にし

ている行事が、毎年 4 月の第一日曜日

に行われる、平和公園（名古屋市千種

区）の陸軍墓地の一角にあるロシア人

兵士捕虜の墓参りである。1904 年に

起こった日露戦争で、捕虜となり、日

本に連行され、そして名古屋市内の収

容所で命を落としたロシア兵たちの墓

が 15 基ある。この墓は近年まで放置

写真：結成 22 年を迎え歌い続ける「合唱団・ミール」

写真：安原理事長とロシア語の先生 ブレンコーワ・アリビーナさん

「そう言えば、ロシア語って隣の国の
言葉なんだ！」

ロシア兵捕虜の墓参り

 もう、近くて遠い国ではない。
  ユーラシアに目をむけよう！    
 ～「日本ユーラシア協会愛知県連合会」を訪ねて～
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され忘れられていたのだが、1990 年

にソ連に抑留されていた協会の会員が

平和公園を訪れた際に、一基のロシア

語の墓標と慰霊碑を発見。その碑文を

大阪領事館とハリストス教会との共同

で解読したところ、15 名の捕虜が埋葬

されていた事実を見出すこととなった。

1992 年に日本ユーラシア協会、ハリ

ストス教会、領事館が協力して現在の

墓として整備。以後、追悼の墓参りを

行っている。この墓参りの際には、合

唱団ミールも追悼の歌を歌う。日露戦

争から 110 年経過した今年の墓参りは

４月６日に行われた。悲しい事実が背

景にはなっているが、名古屋とロシア

の縁はこういう形でもつながっていた

のだ。

　ロシアと日本には日露戦争や北方領

土問題など、つらい歴史が存在する。

だが、ともに平和を祈る気持ち、相手

を敬う気持ちにはかわりはないはずだ。

この墓参りは、両国の平和を祈るとと

もに、親善の気持ちを新たにする貴重

な機会ともなっている。安原さんが話

してくださった協会の理念は、政治で

はカバーできない部分を民間で補うこ

とが目的だ、ということ。つまり、草

の根の交流でお互いを知り、お互いの

文化を尊重するところから始めること

に大きな意味があるとのことだ。

　安原さんに、日本在住のロシア人、

および関連諸国の人のことを聞いてみ

た。近年、この地域の多文化共生とい

えば、まず多くの場合思い浮かぶのが、

外国人労働者として多く国内に住むブ

ラジルをはじめとする南米諸国出身者

で、それぞれコミュニティを作って

生活していることが多い。日本にい

るユーラシア諸国の方は、アジアや

南米出身者と比べるとはるかに少な

い。多くの場合、日本人との結婚で

この国に住むことになった方々であ

るという。ヨーロッパやアメリカで

は主に旧ソ連国から亡命ロシア人あ

るいはロシア系を先祖に持つ人たち

がコミュニティを作って生活してい

ることもあるが、日本ではそういっ

た形ではなく、個人個人で独立して

いる場合が多いようだ。やはり、同

じ隣国出身でも、朝鮮半島や中国出

身の方たちとは、状況が異なる。大

国でありながら目立たない隣人・・・

それが日本にいるユーラシアの人た

ちの状況かもしれない。人数が多く

なり、まとまればそれだけ声が大き

くなるが、まとまった大きなコミュ

ニティは特にないユーラシア諸国出

身者との日本国内での多文化共生を

考えた場合、まず、ロシア語や文化

に関心を持った人たちとの小さな交

流がスタートとなる。そして、その

ユーラシアの人たちと日本人が交流

する場として、この愛知県連合会は

大きな役割を果たしている。

　最後に、安原さんがお話ししてく

ださった面白いエピソードをひとつ

紹介したい。安原さんは名古屋市職

員として勤務され、労働組合の委員

長を務められていた。当時はまだソ

ビエト連邦だったロシアは、アメ

リカ合衆国とギクシャクしており、

1980 年代当時の米国大統領ロナル

ド・レーガンと、ソ連の共産党書記

長ゴルバチョフに安原さんは「平和の

ために努力しなければいけない」と手

紙を書いた。そうしたところ、なんと、

ゴルバチョフ書記長から返事がきて、

その手紙を預かっているソ連の大使館

まで安原さんは手紙を受け取りに行っ

た。それがきっかけとなり、当時のソ

連の大使との交流が生まれ、大使が名

古屋を訪問。レセプションが行われ、

大使による中部電力の発電所の見学ま

で実現した。この安原さんの行動力は

ロシアとこの地域の結びつきに多大な

貢献をしたのではないだろうか。

　ロシアと日本の間に存在する問題と

して、北方領土の領土権問題がある。

このことについても文化交流をしつつ、

政策提言をしていければ、と安原さん

は考えている。解決しなければいけな

い課題はありつつも、隣の国である。

このことを頭において、ロシアのこと

をもっと知りたい気持ちになった。ピ

ロシキ、マトリョーシカだけでない、

もっと違ったロシアやユーラシアの

国々が見えてくることだろう。日本ユー

ラシア協会愛知県連合会の長年に渡る

地道な草の根の活動、そして安原さん

の行動力に感銘を受け、会館をあとに

した。( 文責：中尾まり）

理事長：安原勝彦

住所：名古屋市東区葵一丁目 22-26 

愛知民主会館 3 階

TEL / FAX： 052 - 932- 7211

HP：http://eurasia-aichi.digi2.jp/

写真：結成 22 年を迎え歌い続ける「合唱団・ミール」

写真：ロシアフェスティバルでのダンス

写真：24 年目を迎えた「ロシア兵士墓地慰霊祭」 写真：ロシアフェスティバルでのアニメ

  日本ユーラシア協会愛知県連合会

多文化共生の視点としての「日本の
中のユーラシア」

地道な活動の継続と行動力
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ハーフは自慢できること
  ～日韓のハーフに生まれて～

石井瑞穂 さん

Interview ２ 外国にルーツをもつ人々

　幼稚園の時に自分がハーフであるか

知っていたか知らなかったか記憶にな

いのですが、小学生の時は自分がハー

フであることを知っていたような気が

します。小学校の長期休みになると頻

繁に韓国に遊びに行っていました。日

本人の友達が長期休みに田舎のおばあ

ちゃんに会いに行くというのと同じよ

うな感覚で小さい頃から韓国によく

行っていたので、韓国は本当に私にとっ

て身近な存在でした。小さな頃から韓

国を身近に感じていたので、誰かにハー

フであると教えられたのではなく、自

然と自分がハーフであると知ったので

はないかなと思います。　

　父は韓国語が話せないので、父と母は

日本語でコミュニケーションをとってい

ました。母は日本語を覚えるのに苦労し

たと思いますが、生活の中で自然と日本

語を身に付け、今は流ちょうな名古屋弁

を話しています。私が生まれたときに父

と母が日本語と韓国語のどちらの言葉で

近年、国際結婚の増加に伴い、日本における新生児の 50 人に 1 人は外
国人と日本人との間に生まれているという統計が出ている *1。現在グ
ラフィックデザイナーとして活動し、当団体が発行するグルメマップの
デザインを担当している石井瑞穂さんも日本人の父と韓国人の母を持つ
ハーフ *2 だ。ハーフであることは特別なことではなく、むしろ自慢で
きることだと話す石井さん。そのように思うようになった背景にはどの
ようなきっかけがあったのか、幼少期の話や韓国への留学の話を伺った。
*1 厚生労働省「平成 22 年人口動態統計年報　主要統計表」より
*2 近年では 2 つのルーツを持つことから「ダブル」という呼称も使われている。

子どもを育てるかと話し合い、日本語で

育てようと決めたようです。当時、母は

まだ日本語をあまり話すことができな

かったのですが、一生懸命幼い私に日本

語で話しかけてくれていたようです。小

さい頃から韓国語も話してくれていれば

今頃はバイリンガルになっていたのに…

と少し残念に思っています。

　家庭の中にこれといって韓国の文化は

ありませんでした。冷蔵庫にキムチが比

較的よく入っているということくらいで

す。あとは、韓国では料理を個別に取り

分ける文化がなく、私の家でも大皿で箸

をつついておかずを食べていました。と

きどき食卓に韓国料理が並ぶことはあり

ましたが、母は結婚してから父方の祖母

に教わって料理を覚えたので、和食中心

の食卓でした。韓国料理が食べたくなっ

て韓国に行くこともあります。やはり、

韓国のほうが味も美味しく価格も安いで

す。最近は友達に通訳やガイドを頼まれ

て韓国に行くこともありますね。

　進学した芸術大学の交換留学制度の留

学先に韓国があることを知り、20 歳の

時に半年間留学しました。自分のルーツ

が韓国にあるということは小さい頃から

何度も韓国に行くことで体感していまし

たから、その時の留学は自分のルーツ

を探すためではなく、せっかく韓国の

血が流れているのだから韓国語が話し

たい、ずっと日本にいるのはもったい

ないという想いからでした。中学校や

高校時代に、クラスメイトに「私って

ハーフなんだよね」というと「じゃあ

バイリンガルだね」と言われることが

多く、韓国が話せない事に悔しいとい

う気持ちもあったのだと思います。留

学するまでは、韓国に遊びに行った時

は親戚と会話をすることができず、す

べて母が通訳をしてくれていました。

小さい時は年の近い従姉妹とは言葉を

使わなくていいような遊びしかできま

せんでした。言葉ができないことに

ずっともどかしい気持ちを持っていた

写真：チマチョゴリを着て

ハーフであること

家庭での言葉と文化

韓国語を話したい

―― 韓国に留学したのはどうしてですか？

―― いつ頃からハーフであることを自覚
していましたか？

―― 家庭の中で韓国に触れる機会はあり
ましたか？

４たぶんか便り



　国際結婚をした友人などには、バイ

リンガルに育てたほうがいいというこ

とと、名前は両方の国で発音できる名

前にしてあげたほうがいいということ

をアドバイスしています。私の名前は

「みずほ」というのですが、「ず」の発

音は韓国の人には難しいようで、名前

をちゃんと呼ばれたことがありませ

ん。将来もし私自身が結婚して子ども

が生まれたら、私がハーフであること

を自慢に思ってきたように、子どもに

も韓国の血が１／４入っていることを

自慢に思ってもらいたいですし、海外

が隔たりのある先のところにあるもの

ではなく、パスポートがあれば行ける

場所だと思って育ってもらえたら嬉し

いですね。　

　石井さんのインタビューを終えて、

自分に与えられたものを後悔しない

ように有効に活用する芯の強い女性

だなと思いました。まだまだ社会で

はハーフの人は特別な存在にみられ

がちですが、「ハーフであることは決

して自分では変えられないもので、

初めから 2 つの世界を与えられてい

る。ハーフであることは自慢できる

こと」という石井さんの話を聞いて、

ハーフであることは 1 つの個性なの

だなと感じました。（文責：堀江 結）

ハーフは自慢できること

国際結婚をしている人へのアドバイス
ので、留学をして韓国語が話せるように

なって初めて母方の祖母や親戚と会話が

できたことはすごく嬉しかったです。私

が韓国語を話せるようになって、祖母が

一番喜んでいました。母も私が留学で韓

国語が話せるようになって帰って来たこ

とは嬉しかったようですね。

　日本と韓国は一番近い国ですが、仲

の良い国とは言いづらい現状があると

思います。以前参加したワークショッ

プで日本と韓国の間で起きた過去の問

題を許せるか許せないかと議論になり

ました。わだかまりのある国同士の国

際結婚で生まれた自分自身がその時に

伝えたのは、「過去は変えられなくて、

問題は解決しないかもしれないけれど、

こうやって私が生まれてきているとい

うことは、それを乗り越えてきた人間

がいるんだ」ということです。父と母

は仕事を通じて日本で出会いましたが、

簡単に結婚できたわけではありません

でした。母側の親戚は祖父世代の人た

ちが日本兵に殺されていたので「日本

人と結婚するなんて」と結婚を反対し

ていたそうです。しかし、誠実な父の

性格を知り、「この人とであったら娘は

幸せになれる」と結婚を許してくれた

そうです。

　また、テレビなどで日韓の話題を目

にすると、第三者的な立場で 2 つの国

の意見を聞いている自分がいます。友

人と日韓の話題になった時に私が韓国

とのハーフと知らずに韓国のことを悪

く言われるとあまり気分は良くないで

すね。そういった時は臨機応変にです

が自分がハーフであることをカミング

アウトしています。韓国の現状を知っ

ているので、韓国に対して間違ったこ

とを教え広めようとしている人には、

そんなことないよと訂正する時もあり

ます。

　現在、特に日韓の架け橋になるよう

な活動はしていませんが、以前韓国語

が話せることと教員免許があることが

きっかけで、「アジアンビート」という

日韓の小学生が一緒に船旅をするとい

う企画で引率をしたことがあります。

今後も自分が必要とされることがあれ

ば参加しようと思っています。

　今までにハーフであることに葛藤や

困ったことは一度もありません。ハー

フであるということは人に言えないこ

とではなく、小学生の時からハーフで

あることを自慢に思っていました。韓

国に行っても海外に行っているという

気分ではなく、すごく身近に感じてい

ます。2 つの文化を最初から持って生

まれてきて、世界が最初から広いとい

うことは自慢できることだと思ってい

ます。ハーフの人の中には自分がハー

フであるということを言えないという

人もいると思います。それは日本に移

民が少なく、閉鎖的な国なので、ハー

フであることに特別感があるのかなと
思います。アメリカなどであ

ればハーフであることは普通

のことですからね。私は特に

ハーフであるとカミングアウ

トすることに抵抗感を持って

いません。しかし韓国とのハー

フであると告げると、「在日朝

鮮人？」と聞かれることがあ

ります。その時は訂正します。

「在日朝鮮人」の方には歴史が

あると思うからです。

写真：東日本大震災の支援活動

写真：デザインしたパンフレットを持って

日韓の間で

  記者あとがき

―― 日本と韓国に対してどのような思い
を持っていますか？

―― ハーフであることをどのように思い
ますか？

――  国際結婚をしている人に伝えたいこ
とはありますか？

５たぶんか便り



写真：日本語ボランティアシンポジウム 2013
　

写真：第 2 回「ブラジル」　

写真：第 3 回「中国」　 写真：第 7 回「外国につながる若者①」　

2013 年度後半 事業報告

Report & event information

（2013 年 12 月～ 2014 年 5 月） 

１

２

３

平成 25 年度 愛知県 「安心 ・ 安全なまちづくり
のための 『顔の見える関係』 づくり」 事業

平成 25,26 年度 「地域日本語教育基盤整備支援事業」 
（あいちモリコロ基金助成事業）

第一期多文化スクール

県内４NPO で共同事業体を結成し、県内３地域（西尾市、豊田市、豊橋市）で地域の防災力を高め
るための話し合いやイベントを実施しました。取り組みの結果は下記の URL（愛知県多文化共生推
進室 HP）より報告書をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/kokusai/25kinkyukoyo/2013kaonomierukankei.pdf　

愛知県内の日本語教室代表者及び新人ボランティアを対象に実施したア
ンケート結果を「日本語ボランティアシンポジウム 2013」（主催：東海
日本語ネットワーク（TNN）・（公財）名古屋国際センター（NIC））に
て中間報告しました。
＊中間報告書は、下記 URL（団体ブログ）よりダウンロード可能です。
　http://blog.canpan.info/mrc-t/archive/360#BlogEntryExtend
　また、引き続き、日本語教室に参加していない外国人県民を対象に、
日本語学習状況等についてのヒアリング調査を行っています。26 年度
は、これらの調査結果をもとに『あいち地域日本語教育白書』( 仮 ) を
発行する予定です。

2014 年 4 月 2 日 ( 水 ) ～ 5 月 28 日 ( 水 ) に、「第一期多文化スクール」（全
12 回）を開催しました。スクールでは国別講座（ブラジル、中国、韓国・
朝鮮、ペルー、フィリピン）とテーマ別講座（難民、外国につながる若者、
外国人パパママ、日本に暮らすムスリムの人々）を実施し、27 名の方に
ご参加いただきました。10 回以上出席者の 2 名には修了証を贈呈しまし
た。各回の内容は下記の URL（団体ブログ）よりご覧下さい。
　http://blog.canpan.info/mrc-t/category_24/1

 ６たぶんか便り



＊本記事は、当団体設立５周年感謝祭のビンゴ大会で、『ニュースレターへの記事

掲載権』を獲得された名古屋学院大学講師人見泰弘様に寄稿いただきました。

写真：ディスカッ
ションの様子　

参加者の皆さまからの声

各回講座 全 12 回を通して

「エスニック料理は興味があるけれど、一人では行きづらいな…」
「アジアの雑貨や食材は、どこで買えるのだろう？」
「夏休みに海外旅行に行くけれど、日本にいる間にその国のこと
をもっと知りたいな」と、お考えのみなさん！名古屋の多文化
スポットを、学生たちと一緒に体験しませんか？

　NPO 法人多文化共生リソースセンター東海、Viva おかざき！！で活躍する社会人有志が集まった「わくわく隊」と、
名古屋学院大学・人見ゼミとがコラボレーションし、2014 年 6 月 21 日（土）、新栄のカフェ・パルルを中心に、名古
屋市内のエスニック料理店や雑貨店などの多文化スポットを訪問・体験する「わくわくツアー！『名古屋で世界旅行』」
を開催します！

・仕事をしている中でいろいろな課題がありますが、多文化スクー
　ルに来ることによって少しでも解決できるように感じました。

・今後、多文化共生に関わるうえでのヒントがたくさんありました。
・多文化についていろいろ考える機会を得ることができました。

・ 知らなかったこと、新たに分かったこと、思っていた
　ことの未熟さ。これからもっと色々勉強しなくてはい
　けないと思いました。

・ 「アイデンティティ＝個性」という講師の言葉が印象
　的でした。

・ 子どもに日本語を教えることでいっぱいいっぱいで故
　郷の言葉を教えられず、時々コミュニケーションがと
　れなかったというお話に胸が痛みました。

・ “ ルーツ ” をどう受け入れるかは毎回テーマに挙がり
　ます。成長過程の時期にもよるし、変わるもの。

・ ライフヒストリーを聞けて、本当に貴重な機会でした。
　「日本も韓国も朝鮮もどれも私を表すもの」と語る言
　葉に、多様性を受け入れていくことが多文化共生だな
　と思いました。

　Facebook ページ「わくわくツアー！名古屋で世界旅行」では、学生の取材風景やお店
紹介、プログラムの詳細や参加募集などが公開されていきます。ぜひ検索してください！
これから多文化に関わりたいと思っている、そこのあなた！みんなで異国の文化を体験し
つつ、名古屋で「世界旅行」に出かけましょう！
※「わくわく隊」とは、「多文化共生の裾野を広げたい！そんな思いを持ってわくわくして
いる、愛知県で多文化共生に関わるオトナたちの集まり」です。

７たぶんか便り



 中華人民共和国

 ブラジル

 インドネシア

 ドイツ

 台湾

 ニュージーランド

 ペルー

オーストラリアでは、牛肉と茹で

た野菜を一緒に食べるので、離乳

食も、じゃがいも、にんじん、か

ぼちゃなどの野菜をゆでてつくり

ます。果物では、バナナ、マンゴー

も食べさせることがあります。

　　　　　　　　　　  （ケンジ）

つぶしたじゃがいもやオートミー

ルを離乳食としてあげています。

日本と同じように市販のベビー

フードも売っていますよ。　　　

　　　　　              （マリアン）

 オーストラリア

 フィリピン

の

離 乳
界世

食
日本で子育てをする外国人パパママは年々増えて

います。日本では、離乳食が始まると、ご飯粒の

形がないくらいドロドロにしたお粥や野菜をすり

　つぶしたものを赤ちゃんにあげることが　　

　　多いです。では、世界の赤ちゃんは

　　　 何を食べているのでしょうか？

米を炊く途中の米の汁やお粥が一

番多いです。お粥には、いろいろ

な野菜や肉を入れます。日本では

1 歳になるまでは卵の白身を食べ

させないことが多いですが、中国

では蒸し卵を食べさせています。

　　　　　　　　　　  （シュウイ）

ブラジルでは、りんごのすり

おろしから始める人が多いで

す。あとは、じゃがいもやに

んじんを茹でてつぶしてあ

げます。最近では赤ちゃんデ

パートでたくさん買えるよう

になったので、家でつくる人

は少なくなったと思います。   

                              （ユミ）        

主食がお米なので、離乳食もお粥がメイン

です。ブブールと言います。 野菜もかぼちゃ

など日本と同じようなものですが、マンゴー

やパパイヤなど、南国フルーツもよくあた

えられます。パパイヤは熱があるときに食

べると良い、便秘に効くなど民間療法にも

よく登場します。                   （トモコ）

ドイツでは、ゆでたジャ

ガイモをつぶしたもの

か ら 食 べ さ せ ま す。 そ

のあと人参などの他の

野 菜 も 与 え ま す。 ミ ル

クでつくるプリンもよく

食 べ さ せ て い ま す。　                  

　　　　　　（ユリッド）

台湾では日本と同じようにかぼちゃやにんじん

のペーストやりんごをすりおろしたもの、お粥

をあげることが多いです。排骨（豚などの骨付

きあばら肉）で出汁を取ったお粥もあります。              

                         　　　　　　　　　 （友紀）

ニュージーランドの離乳食は、野菜では、さ

つまいもやかぼちゃ、果物ではバナナやりん

ごなどから始めます。それからアボカドを食

べさせる人も多くいます。 （ミユキ）

野菜スープをピューレ * １にします。ペルー

では、黄色のじゃがいもがよく使われるんで

すよ。また、ピンク色のバナナとミルクを混

ぜたバナナのピューレやピンク色のさつまい

ものピューレは自然の甘さがあって子どもが

大好きです。（エリーサ）

* １ 生や加熱した野菜等をすりつぶしたあとに

裏ごしした、とろみのある半液体状のもの

11 たぶんか便り





ブラジル編

ブラジルの大都市の一つ、ミナスジェライス州ベロオ

リゾンテ市へ行き、「コミュニティイメージ (Associação 

Imagem Comunitária、以下 AIC)」というメディアに関する中

間支援の NGO を訪ねたことがあります。1993 年に設立された

この団体は、若者（主な対象としてファヴェーラという貧困街

に住む若者）が主体的に社会参加できるメディアネットワーク

センターの構築をミッションとしており、事業の一つに「若者

市民権ネット (Rede Jovem de Cidadania、以下 RJC 事業 )」と

いう、2003 年にスタートした市民参加型事業があります。ベ

ロオリゾンテでは若者の活動自体はもともと盛んでしたが、情

報発信もなければお互いの交流もなく、いわば若者が社会から

孤立して見えない存在となっていました。そこでこの事業では、

若者自身が映像・ラジオ・会報誌・ウェブなどのメディアを活

用して、若者の活動を見えるようにしようと、例えば、AIC がロー

カル局や全国局のテレビ会社と番組提携を結ぶことで若者の声

を公共の場に反映させ、社会を変えていくメディア環境を整え

ました。街の環境汚染、障害者が安心して街を歩けるユニバー

サルデザイン、ファヴェーラでの団地建設、女性であることを

考えるセミナーなど 、福祉やインフラや差別・偏見の問題解決

を目指して若者の様々な声を発信しています。

AIC の事業は企業や政府との連携で行われています。

ブラジルの大手情報通信会社オイ！ (Oi !) が「オイ カ

ブン！芸術とテクノロジーの学校 (Oi Kabum! Escola de Arte 

e Tecnologia )」という若者の情報発信を活発化させる社会貢

献事業を行い、ミナスジェライス州も「ミナス・プラグ (Plug 

Minas)」というデジタルメディアを使った文化促進施策を行っ

ています。AIC はこれらと協力関係にあります。ブラジルは

1964 年から 1985 年まで軍事独裁政権でした。この期間、政

党の強制的な再編、教育現場での軍政批判の監視、活動家の拉

致・拷問など、様々な形で市民の声が封じ込められました。メ

ディアに関して言えば、軍政批判やそれと疑わしい言論は部分

的な削除や公開禁止の決定が検閲で下され、また、ジャーナリ

ストや作家は身の危険を感じて言論活動の自己検閲を行い、市

民は軍政に都合のよい批判性を欠いた情報しか受け取ることで

きず、自分がどのような社会を生きているのかを省みることが

難しかったといいます。1985 年に軍政が終わり、市民・非営

利組織・企業・国の協働と交渉で民主的な社会の実現が目指さ

れるなか、NGO の社会的役割は大きく、AIC のように「若者」

をテーマにしたメディア活動は現代ブラジル社会において重要

だと思います。

「キロンボコミュニティ (Comunidade Quilombola)」

と呼ばれる地域を訪ねました。キロンボとは、ブラジ

ル内陸部に点在した逃亡奴隷の集落のことです。植民地時代、

サトウキビ農園の重労働から逃れて自治共同体を築き、白人社

会に抵抗しました。そこには黒人のみならず、先住民や白人も

いたといいます。植民地で奴隷たちが別の社会を築くことに脅

威を感じた白人社会はこれを破壊しました。しかし、キロンボ

で培われた生活文化は現在まで継承されています。

　滞在中、ある家族が自分たちのコミュニティのことを話して

くれました。ちょっと世代を遡ればおじいさんは奴隷だったと

いう話や、アフリカ系人に対する差別や偏見が本当になくなる

のかという不安を話してくれました。相手の立場で物事を考え

るとはよく言いますが、ルーツや生活環境が違い過ぎて、彼ら

の立場をどこまで共感できるのかと考え込んでしまいます。ま

た、夜通し行われるお祭りに誘われました。形式的にはカトリッ

クのお祭りですが、踊るときの歌やリズムをとる太鼓はアフリ

カ伝来のものです。参加していた若者にアフリカ伝来のものを

どう思うのか聞いてみると、「かっこいいと思うし、自分もい

つかやらなければ」という答えが返ってきて、伝統文化への強

いアイデンティティを感じました。ブラジルの多文化主義はマ

イノリティの存在を認知し、文化の多様性を維持・発展させる

政策のことをいいます。1988 年制定の現行憲法にアフリカ系

人をはじめとしたマイノリティ（ほかに先住民・女性・同性愛

者など）の権利が明記され、社会運動や市民活動が目に見える

形で活発となり、キロンボコミュニティもブラジル社会で存在

感を増しています。訪ねたキロンボコミュニティでは、友達が

若者の住民にカメラの使い方を教えているところも見学でき、

偏見の解消とアイデンティティ保持のために、今後どのように

映像が活用されて、ブラジル社会に影響を及ぼしていくのかと

思いました。

　異文化体験は、結局は自分自身をふりかえることだと思って

います。今回のブラジルでの NGO 訪問は表面的なことしかわ

かりませんでしたが、今自分が住んでいる地域社会で何ができ

るかを省みる良い機会となりました。（寄稿：山本利彦）　

ブラジルの NGO で異文化体験

１０ たぶんか便り

Brasília

Belo Horizonte ブラジルのＮＧＯ

 ＮＧＯの現場

 ＮＧＯの社会的役割

 
 ● 

  ● 

ベロオリゾンテ市
ブラジル南東部、標高約 800 メートルの高原に建設さ
れた計画都市。ミナスジェライス州の州都。街の名称
は「美しい地平線」。人口約 240 万人。





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

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
編集スタッフ：河村槙子・松田薫・堀江結・東聖菜
　　　　　　　中尾まり・近藤淳宗

サポーター会員
大募集！

ひがどん

編集長

まっき～

かおりん

ゆいっち

じゅんじゅん

 まりあん

いよいよ W 杯開
催！！世界中が熱
くなりますね。私
も早起きして応援
　します！

カタカナでタイ語
を表すのはもどか
しい…

ニュースレター創
刊から 4 年が経
ちました。読書の
皆さまからの感想
を大募集中です。

    7,8 日ブラジル
フ ェ ス、14,15 日
タイフェス、15 日
ビルマ水かけ祭り
と、6 月の名古屋は
多文化フェス目白
押し！

毎回レイアウト
に頭を悩ませて
います。でも、
がんばります！

今こそ、ロシアを理解
したい時にタイムリー
な取材をさせていただ
　きました。

多文化の池
2014.6
VOL.12

　サワディーカ！ディチャン　チュー　ヒガドン　カ（こんにちは、私の名前はヒガドンです）。タイ語教室に参加してきました。きっかけは、

第一に以前タイに行った際にタイのみなさんの人柄に魅せられたから、第二に久しぶりにまったくわからない言語のシャワーを浴び、日本で生

活している外国人の気持ちを少しでも理解したいと思ったからです。

　このタイ語教室は豊田市国際交流協会（TIA）主催の 1月から 3月までの期間（全 10回）のコースで、内容は主に会話。先生は愛知県在住

のタイ人の女性です。先生は日本語がご堪能だったので、タイ語がまったく話せなくても気軽に日本語で質問できました。コースの途中で勉強

したいことについてアンケートを実施してくれ、学習者の勉強したいことがたくさん取り入れられていました。学習者は約 30人と多く、みな

さんとても熱心で自分が置いていかれないように焦ってしまうほどでした。

　授業は発音の練習から始まりました。タイ語には、日本語にはない発音がたくさんあります。声調（音の高低）や末子音（単語の音の最後に

ある子音）があり、これがすごく難しい。巻き舌は最後までできませんでした・・・。先生も日本人の話すタイ語は何を言っているか全然わか

らないと嘆いていました。コツを掴めば何とかできるのですが、会話の中で意識するとなるともっと難しく、さぞ私もメチャクチャなタイ語を

話していたことだろうと思います。しかし文法は意外にシンプルで（もちろん初級ということもあるでしょうが）、単語を並べればなんとか文

になることが多いようです。

　発音や文型の勉強も楽しいのですが、私が外国語を勉強するもう一つの楽しみは、その言語を話す人々の思想が垣間見えることです。突然で

すが、ここで質問です。「仕事」という単語から連想される言葉は何でしょう？多くの日本人は「忙しい」や「大変」が真っ先に出てくるようです。

私も人に近況を聞くとき「最近どう？仕事忙しい？」なんて聞いてしまうし、よく聞かれもします。それに対してタイ人はというと、「タムンガー

ン　サヌック　マイ　カ？（仕事楽しいですか？）」と聞くのだそうです。この言葉にタイ人のおおらかな性格が集約されているような気がし

ました。今回のタイ語教室を通して私はタイの人のことがますます好きになってしまいました！タイ語の勉強は、日々の忙しさに追われず、の

んびり楽しく生きていくことを思い出させてくれました。

　最後にとても便利なタイ語をご紹介します。それは「アライ？」です。意味は「何？」。この言葉を覚えておけば、身の回りの言葉をどんど

ん質問することができると思います。ぜひ使ってみてください。教えてもらったら、女性は「コップンカー」男性は「コップンカップ」で「あ

りがとう」と言いましょう。言い忘れましたが、タイ語は男性と女性で語尾が違うのです。

　今度はハングル入門講座があるそうです。こちらも楽しそう！　それではみなさん、サワディーカ（さようなら）！　（文責：東聖菜）

 言葉は人なり、楽しいタイ語
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