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「名古屋市多文化共生推進月間」。講演会プログラム 

 

１３：００  開場 

 

１３：３０  開会                    司会進行 佐野 朋加 

開会のご挨拶      名古屋市観光文化交流局 主幹 山田 茂喜 

講演会               タレント・漫画家 星野 ルネ 

 

１４：２０  休憩 

 

１４：３０  パネルトーク     

愛知県立大学多文化共生研究所               金 千佳 

フリーランス通訳者   ロドリゲス・ダ・コスタ・ジョン・リカルド 

名古屋市観光文化交流局 主幹              山田 茂喜 

NPO 法人多文化共生リソースセンター東海代表理事     土井 佳彦 

 

１５：５０  ディスカッション 

 

１６；００  質疑応答 

 

１６：３０  閉会                          司会者 
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１. 開会の挨拶  

名古屋市観光文化交流局 主幹  山田 茂喜 

 

山田 

皆さま、本日は大変、お忙しい中、名古屋市多文化共生推進月間講演会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、名古屋市観光文化交流局・国際交流課の山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開会に先立ちまして、本日

の講演会の目的について少しお話をさせていただきます。名古屋市の外国人住民数ですが、12 月末現在で、約 8万 3000 人とな

りました。また、今年の 7月末のデータによりますと、さらに人数が増えておりまして、約 8万 6000 人となっております。 

 外国人市民の方の増加。それから定住化、多国籍化が進む中、名古屋市では平成 29 年 3 月に第 2 次名古屋市多文化共生推進

プランを策定いたしまして、全ての市民が安心安全に暮らし、多様性を生かして活躍することができる多文化共生都市の実現を

基本目標に、さまざまな施策を進めております。第 2次プランでは、地域社会に対する多文化共生の理解・促進に力を入れてお

ります。その一環として、毎年 8月を名古屋市多文化共生推進月間とさせていただきまして、集中的に啓発に取り組んでおりま

す。本日の講演会は、この月間の中心行事として企画しております。 

 また現在、名古屋市では、この先の 5年間を見据えた新たな総合計画の策定を進めております。ここにおいても、昨今の外国

人住民の方の増加を踏まえ、価値観やライフスタイルの多様化を意識した、誰もが活躍できるまちづくりを目指しております。

最近、多文化共生が着目されるようになっておりますが、ただ多文化共生を推進しようと掲げましても、どのように取り組んで

いったらよいのか、よく分からないという方もたくさんいらっしゃるかと存じます。 

 そこで、今年の多文化共生推進月間講演会では、ご自身の経験を題材にしたマンガを通して、多様性について発信をされてい

らっしゃいますタレントで、漫画家の星野ルネさんに講演をお願いいたしました。私も星野さんのマンガを読まさせていただい
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たんですが、本当に面白くて、思わず笑ってしまう。でも、そこには、実は深いメッセージが含まれている。そんな作品がたく

さんございました。きょうの講演では、その一部を取り上げてお話をいただけると伺っております。星野さんのお話を通して本

日、ご参加の皆さまが、身近にある多様性についてお気付きいただけるきっかけとしていただければと存じます。後半では、名

古屋で多文化共生に関する取り組みをされていらっしゃる皆さまによるパネルトークを予定しております。多様な住民がいらっ

しゃることを意識した、誰もが活躍できる名古屋にしていくために、どんな取り組みをしていったらよいのか。本日、ご来場の

皆さまと一緒に考えてまいりたいと存じます。多くの皆さまのご理解やご協力をいただきまして、また皆さんがつながって、連

携した取り組みをしていただくことによって、名古屋の多文化共生は着々と広がっていくと思っております。本日のプログラム

を通しまして、名古屋の多文化共生を進める仲間の輪がよりいっそう、広がっていけばと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。以上、簡単ではございますが、開会のごあいさつとさせていただきます。どうぞ皆さま、よろしくお願いいたし

ます。 

 

司会 ありがとうございました。それでは、これより講演会に移ります。本日は、タレントであり、漫画家の星野ルネ先生にお

越しいただいております。星野ルネ先生は 1984 年、カメルーン生まれ。4 歳直前で、母の結婚に伴い来日し、以降、兵庫県姫

路市で育ちます。飲食店の店長として、店を人気店に育てる中で、自分はこれまでの生い立ちが人々の共感や耳目を集めること

を発見します。現在は、タレント活動の傍ら、幼い頃からの武器であった画力を生かし、SNS を使った表現活動を展開していま

す。代表作は、「まんが アフリカ少年が日本で育った結果」。です。本日は「アフリカ少年が一つ空の下でトークショーをした

結果」と題して、ご講演いただきます。それでは星野先生、よろしくお願いいたします。 
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２.基調講演「アフリカ少年がひとつ空の下でトークショーをした結果」 

＜講演者＞タレント・漫画家 星野 ルネ  

 

 

星野 皆さん、初めまして。漫画家で、タレントの星野ルネといいます。よろしくお願いします。僕は、さっきご紹介があった

とおり、幼少の頃に日本に来ました。今、まさに多文化共生とか理解とかが、すごい注目されてるんですが、4歳の、物心つい

た頃から周りは日本人で。僕はカメルーン人なので、日本に来たスタートから多文化理解・共生というのを余儀なくさせられて

きて、それで楽しいことやつらいこととか、いろいろ経験しつつも、何とか大人になり、自分の体験って今、まさに人の役に立

つんだなということに気付いて、マンガを描くに至りました。 

 それで、僕の描いたマンガをベースに、僕の多文化共生・理解、どういうことなんだろう。そういう話をしていこうと思いま

す。「ひとつ空の下、共に生きよう」。というテーマで今回、どのようにみんなで、同じ空の下で生きていくべきか。そういう話

を、マンガを交えながらお話ししていきます。まず、自己紹介から。さっきお話があったとおり、僕の出身はアフリカのカメル

ーンという国で、本当に村のすぐ真裏がジャングルという所で、お母さんとか親戚いわく、大雨の土砂降りの日、かなりの難産

だったそうなんですけど、そこで生まれて。こちらにいる眼鏡のすてきな男性が、うちのお母さんのフィアンセ。僕のお父さん

です。 

 僕が物心つく前の赤ちゃんの頃から 2人は交際が始まって、一緒にこの子も日本に行って、家族になって育てようということ

で日本に来て、日本の小学生たちと同じように日本の社会に生きてきたっていう、僕の体験をもとにして描いたのが「アフリカ

少年が日本で育った結果」。です。どんなファミリーかっていうと、父親はもともと日本の研究者で、お猿さんの研究。チンパ

ンジーとかの研究をするためにカメルーンの村にやって来ていました。これ、昔、父親と母親に見せてもらった写真を思いだし

ながら、イメージで描いたものなんですけど。 

 こうやって森の中を歩くのに、カメルーンの現地の人たちに案内してもらっていろんなスタッフに手伝ってもらうんですけど、
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その中にうちのお母さんもスタッフにいて、そこで仲良くなって。本当は研究を頑張るべきなのですけど、恋愛のほうもさぼっ

てなかったということで、結婚に至ったということで。どんなファミリーなのかというと、これは僕のファミリーのあるあるみ

たいな。これ、姫路の動物園なのですが、お母さんが「すごい、そんな・・・」。って驚愕してるんです。 

 どうしたのだろうっていったら、「本当にあのヘビは買い取れないの？」。日本のスタッフさんは「すみません。動物園は、動

物を見る場所なので」。「あんなにおいしそうなのに？」。みたいな。これが結構、僕の家の日常で。アフリカから来たお母さん

って当然、村のすぐ裏がジャングルなので、動物とかっていうのは料理に使う食材みたいなもので、動物を見るのにお金を払う

っていう概念そのものも分からなかったので。お母さん、買おうとしてて、お父さんは「エラさん、ここは日本だから動物は買

えないよ」。市場と勘違いしてるのです、お母さん。 

 小学生の僕はどちらかというと、日本での成長はお母さんより早かったんです。文字の読み書きとかも子どものほうが早いの

で、すぐできるようになって。日本の社会ってこんな感じって、だいぶお母さんより分かってるので「お母さん、勘弁して。晩

ご飯、ヘビは嫌やで」。みたいな、そういうことをお母さんに言ってます。アミメニシキヘビっていう世界最大級のヘビがいる

んですけど、普通に村では、すごいおいしいご馳走として出てくる。すごいおいしいんですよ。 

日本人のお父さんとカメルーン人のお母さんと暮らしてると、こういうこともあります。家族で、車でどっか出掛けてるんです。 

僕、車の中でバナナを食べてて、バナナの皮がちょっと手持ち無沙汰だったんです。それを見たお母さんが「バナナの皮、今な

ら外に捨てていいわよ」。日本人の感覚だと、外にバナナの皮捨てていい。車、運転中に。ありえんやろうって思う。当然、う

ちのお父さんは思ったんです。「バナナの皮を外に捨てちゃ駄目だよ」子どもの僕は、お母さんは捨ててええ言ってるし、お父

さんはあかん言うてるし、どっちなんだろう。まず、お父さんの主張っていうのは、日本人の方が多いと思うので分かると思う

んですけど、車外にごみ捨てるなんて、バナナの皮捨てるなんてみっともないじゃないかっていうのが、お父さんの主張。 

 お母さんの主張っていうのは、バナナの皮っていうのは、ごみじゃないでしょう。自然の虫とか他の動物が食べたりするんだ

から、これはごみじゃなくて、他の生き物たちのご馳走でしょう。それを燃やして、捨てるなんて駄目でしょうって、お互いの

正義感がぶつかるっていう。どちらが正しいわけでも、本当はないんですけど。うちのお父さん、インテリな学者で、お母さん

も優しいのですが、2人とも意外とけんかっ早いですよね。結構、ばちばちしちゃうんですよ、すぐに。でも結果、どうなった

かというとお互い、日本にいるときは日本のルールで、バナナの皮もちゃんとごみ箱に捨てましょう。その代わり、カメルーン

に行ったら、お父さんも豪快にバナナの皮を、町の中は駄目ですけど、森の中だったらお父さんもバナナの皮をいやっほいって、

捨てていいと。そういうふうに何とか折り合いをつけたと。 

「まんが アフリカ少年が日本で育った結果」。をスタートしたんですけど、それはどういうことなのか。実はタイトル、最初、

違ってたんです。「アフリカ少年を日本で育てた結果」。だったんです、最初のタイトルは。なんで、このタイトルを付けたかっ

ていうと、みんなが思ってるアフリカ人像と星野ルネっていう自分の、血は 100 パーセント、僕、アフリカなので、アフリカ系

の人間との違いは、すごくあるなって。みんなが思ってるアフリカのステレオタイプなイメージって、アフリカで生まれて、ア

フリカで育ったからこそ、ああなっただけであって、日本でアフリカの子どもが育つとどうなるのかっていう実験結果みたいな

のを、自分を被験者として紹介しようということで最初、スタートしたんですけど。このタイトルだとちょっと案外、どぎつい

なっていう指摘があって。育てた結果って、実験っぽすぎるのでよくないなっていうことで、後にタイトルを「アフリカ少年が

日本で育った結果」。に変えたんですけど。最初に紹介したお話が、僕のあるあるをまず、日本で起こるあるあるを紹介しまし

た。 

 僕、電車で本を読んでると、隣に座ってるおばさんが、僕が読んでる本、もちろん日本語の本読むので、すごいびっくりして、

たまに話しかけてくる人がいるんです。「あなた、この本読めるの？」。「はい。日本育ちなので、読み書きは完璧にできます」。
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「そうなの？ って、日本語うまっ」。みたいな。結構、まじで叫ばれる方います。感動が抑えられないんでしょうね。日本語

分かるだけで、しょっちゅうダイナミックなリアクションがもらえる。こういうアフリカの少年が日本人と同じように育っても、

これだけ違う世界を見るっていうのを紹介しようと思って、軽い気持ちで始めました。 

 次のマンガ。あと、こういうものも紹介してます。これ、僕が小学校のときにカメルーンに帰ったときの話で。僕、物心つい

た頃には日本の幼稚園にいたので、カメルーンのほうが、僕からするとカルチャーギャップが大きいんですよ。基本的なマイン

ドは、日本人なので。やった、カメルーンに帰ったって村に帰った絵があって、すごいものを発見しました。これ。センザンコ

ウっていう、ご存じの方、あまりいないと思うんですけど、アルマジロにそっくりな。アルマジロを、もっと魚のうろこみたい

なのをでっかくした。分かりづらいですよね。こういう生き物が取りあえずいて、これはセンザンコウよ。「うわー、こんなの

初めて見た」って、初めて帰る祖国アフリカ、大興奮してるんです。 

 でも、その次の瞬間、「ルネはラッキーね。きょう、これ、食べられるわよ」って「食べられる？えー」。って小学生、マイン

ドは完全に日本人の少年なので、これ、食べるの？って。来る前までオムライス、ハンバーグ、エビフライ、からあげというの

を食べてたので、いきなりセンザンコウかってなるんですけど、さっき言ったニシキヘビも食べたし、ワニも食べたし、いろん

なもの食べるんですけど、結論はいつも同じです。めっちゃうまかった。やっぱ、食べるとおいしいんです。おいしいからこそ

みんな、食べてるんですね、村の人は。 

 あと、こういうようなお話も描いてます。姫路でのお話なんですけど、友達と串かつ屋に行ったんです。姫路の。姫路、観光

客は多いんですけど、外国人はそんなに住んでなくて。串かつ屋に、僕が先頭で入っちゃったのがいけないんでしょうね。僕の

後ろに日本人の友達 2人いたんですけど、僕が先頭やったので、のれんくぐった瞬間に、おばちゃんが外国人が入ってきたもん

やから、パニックになってしまって。今から 10 年、12年ぐらい前なのでおばさん、「I can't speak English」って言ってきて。

僕は日本育ちなので、すごい丁寧に、驚いているので優しく、「お母さん、僕、今、日本語で話してるんですよ」。って言ったら、

もうお母さん、パニックになってしまってるので興奮しちゃって、「I can't speak English. please out」結構、センテンス紡

いでるんですよ。 

 このセンテンス力で多分、注文ぐらい取れるんですけど、ちょっとパニックになって。海外の見た目の人が来ると、つい外国

人やと思って、英語でしゃべらなければいけないという、勝手に自分で予測変換しちゃって。勝手にパニックになって、僕が日

本語で話してるのにもはや、それは手遅れで、一切入ってこないと。挙句の果てに結構、ばっと手を振られて、大胆に追い出さ

れそうになったんですけど、僕の友達が後ろにいたので冷静になって、何とかなったんですけど。多分、この女性も、僕が前も

って電話かなんかで明日、日本語しゃべれるアフリカ系の方が来ますのでっていうのあれば、こんな驚かなかったと思うんです

けど。だから、前もって予備知識を持ってるだけで、だいぶ違ってくるなと。 

あと、こういうタイプのマンガも描いてます。カメルーンに帰ったとき、さっきセンザンコウっていうカメルーンの料理を食べ

たんですけど、お母さんが日本でずっと住んでるので和食、結構、作れるんです。カメルーンの人にぜひおいしい、私が嫁いで

いった日本という国の料理を食べてほしいということで、いろんな日本料理を作るんです。焼きそば作ってみたりとか、天ぷら

作ってみたり。すっかり日本の料理といっても過言じゃないカレーライスとか。大体、好評なんです。「日本料理、おいしいわ」。

「こんな料理の発想なかったわ」。みたいな感じになるんですけど、絶対に受けないタイプの料理があって、それがすき焼きと

か肉じゃがなんです。日本ではみんな、大好物じゃないですか、肉じゃがとか。でも、向こうの人からしたら、これはちょっと、

スープにあれを入れたの？みたいな。要するに、料理に砂糖を入れるっていう文化、向こうにないんです。お肉が甘いっていう

のがどうしても受け入れられなくて、食べれないと。結構、日本って料理のさしすせそってあって、砂糖を使うんですけど、多

分世界的にも少ないですよね。砂糖をメインの料理で使う所って。すごい、みんなびっくりすると。 
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 梅干しは、いろんなアフリカ人の変顔をつくってくれる役目を果たしてくれたと。漬物とか日本の魚とみそ汁と、日の丸じゃ

ないけど、こういうご飯のスタイルは結構、好まれてたという、日本の文化がカメルーンでどう受けるかとかっていうのも紹介

してます。 

子どもの異文化交流。外国人はみんな、英語を話すの？ ここから僕の子どものときの、同世代ぐらいの少年たちと一緒に生き

てきた中で体験した異文化交流の話。公園とか行くと、子どもたちがアフリカ人の子どもがいるのがすごく珍しいので、寄って

くるんです。とにかく面白いっていうので。「うわー、アメリカ人や」って、来て。勝手にアメリカ人って決めてるんです、大

体。 

「英語、しゃべってみて」。とにかくリクエストされると。僕が返すんです。「ごめん。英語は話せへんねん」そしたら、「英語

話せへんの？ アメリカ人やのに」って。僕、冷静です。「まずな、アメリカ人ちゃうねん。アフリカ人やねん。それから、使

う言葉はフランス語やねん。やから、英語は知らん」。2 人とも、あっけにとられて。外国人イコール、アメリカ・アンド・英

語はしっくりきてるけど、アフリカでフランス語っていうレパートリー、自分たちにないもんやからどうしよう、これみたいな

パニックになる。向こうから突っ込んできたのに、パニックになっちゃうっていう。 

 次、子どもの頃、こういうこともありました。変な食べ物ってあるの？っていう。さっきから続いてる食べ物の話題なんです

けど、日本の小学校でよく言われること。「カメルーンって、ヘビとかハリネズミとか食べるんやろ？ やば」。「やばない。や

ばくねえよ、うめえよ」。カメルーンの学校、僕、小学校のときに帰ってるので、また言われます。「日本って、タコとか生魚食

べるんだろう？ やべえ」「やばくねえよ、うまいちゅうねん」。お互いが同じようなこと、言うてるっていう。 

 もし宇宙人がいて、この会話を見たら、どんなリアクションするんだろうって想像したのが「なぜ、おまえたち地球人は、タ

コは OK で、エスカルゴは NG。エビは OK で、昆虫は NG な種族などに分かれてるんだ。いずれも造形の特徴や種目は近いはずだ

ろう。タコはおいしいけど、エスカルゴは気持ち悪いと言ったり、エビは大好きなのに、ぷりぷりしておいしいとか言うのに虫

は苦手って言ったりする」冷静に見て、虫とエビ、触覚みたいなやつ。言うたらみんな、今度、エビフライ食べづらくなるけど。

あとは、想像できますよね。似てるぜっていう。 

 すごい似てるものなのに、外見の特徴は。自分が生まれ育ったときに刷り込まれたものは、タコを見たらおいしそう、イカお

いしそう、クラゲおいしそうって思うのに。ナマコだって、おいしそうって思う人はおるのにエスカルゴとか、めちゃくちゃに

似てるのに、ちょっと食べたことないっていうだけで、急にうわーってなったり。ウナギとかは食べるけど、ヘビはうわーって

なるっていう。人間ってすごいシンプルっていうか、単純ですよねっていうお話。だから、自分の思ってる違和感とか不気味さ

とかっていうのは、本当は大した違いじゃないんじゃないのっていう。違いにどう対応するのっていう話です。 

 小学校のときの話なんですけど僕、カメルーンから帰ってきたら、日本が真冬だったんです。向こうは常夏なので、ずっと暖

かい。帰ってきたら日本の真冬で、マラソン大会。なぜか日本の学校ではマラソン大会、すごい寒いのに子ども、今はどうか分

かんないですけど、半袖・半ズボンで走らせますよね。僕は意味分からなくて、先生に聞いたことあるんです。「なんで半袖・

半ズボンで走るんですか。こんな寒いのに」って言ったら、「子どもは風の子で、元気だから」って言われたんです。意味が分

からないと。大人はめっちゃジャンバー着込んで、先生もこんな感じなんです。なかなか納得できなかったんですけど。 

 でも、先生、僕、カメルーン帰りなので、他の子は日本にずっといたから春、夏、秋、冬って順番に季節をきてるから、ちょ

っと前、秋やった。冬になった。真冬きた。グラデーションやと。ルネ君、昨日までカメルーンにおったと。真夏から、急に真

冬だと。「ルネ君はかわいそうやから、ルネ君はきょう、マラソン休んでいいよ」。って言ってくれたんですけど、それを見てた

日本人の男の子たちが。やっぱ怒るんです。「ルネだけ、ずるいで。俺たちだってみんな、寒いのに」。って。平等に扱えと。な

んで、こいつだけ、休んでええんやと。この子たちにとっては同じ子ども同士なんやから、 
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こいつも走れやっていう、彼らもまた正論。 

 でも先生は、「あんたらと一緒いうたって、ルネ君はアフリカ人やから、もしかしたら寒さの感じ方も違うかもしれへん。昨

日までアフリカにおった。あんたらに何が分かるんや。あんたら、アフリカ行ったことないやろう」って先生、すごいかばって

くれたんですけど、生徒もばかじゃないので分かるんです。先生も、アフリカ行ったことないやんって。何が分かんねんという

ことで、先生はあっという間に生徒に論破されたんですけど、僕はどさくさに紛れて、マラソンはさぼれたと。 

 次、「帰る場所は一つ？」。よく言われるのが、僕らみたいなルーツが複数ある人って、カメルーンに帰る？ 日本に帰る？ ど

っちの感覚なん？って言われるんですけど、それが日本にいるときはカメルーン、帰りたいな。ジャングル、冒険したり、地元

の料理食べたり、いとこと遊んだりって思うんです、日本にいると。カメルーンにおるとき、どう思うかっていうと、日本に帰

りたいな。温かいお風呂、大好きな料理、地元の友達、大好きなゲーム。どっちにも帰ります。帰る場所って、1個じゃないん

です。日本で生まれて育つと、どっちかが自分のホームで、もう一方は行く場所みたいなって決めがちなんですけど、別に帰る

場所は何個あってもいいということです。こういう感覚っていうのも、そういう環境にいる人じゃないと、なかなか分かりづら

い。 

 次、「アフリカ少年はどんな少年だった？」。僕、さっきから自分のマンガを何枚か紹介してるんですけど、自分の幼少期をこ

んなかわいい顔で描いてるんです。目、くりっくりで。こんなふうなタッチで絵を描いてると結構、Twitter とかで、こういう

投稿があるんですよね。星野ルネって漫画家、自分の少年時代、かわいく描きすぎじゃない？本当にあんなお目目くりくりで、

かわいい子だったのかな。子どもの頃の写真、1回見てみたいわ。自分の子どもの頃の写真も 1回、見せないとなっていうこと

で見せました。かわいいですよね。マンガのキャラクターに劣るとも勝らぬ。Twitter のリアクション、どうだったか。「すげ

え、まじでかわいい」っていう。 

 そういう余談は置いといて次、不安の正体ってことで、海外から人が入ってくると、いろいろ不安を感じる人がいるんですけ

ど、そもそも何がそんな不安なんだろうっていうことで、こちら。大坂ナオミさんにちょっと登場してもらってます、勝手にで

すけど。今、大人気の大坂なおみ選手。彼女の発する、独特のかわいい日本語は、多くの日本人の心を癒しているようです。僕

が人に道などを聞こうと思って、日本の人に近付いていくんです。そしたら道、聞こうと思うんですけど、僕が近付いてくると、

すごい不安そうな顔してるんです。やばい、外国の人が来てる。なんでなんかなっていう。 

 僕が日本語で聞くんです。「すみません。どこそこセンターに行きたいんですけど」。って言った瞬間に、さっきまでこわばっ

てた顔が急に「日本語しゃべれるの？」すごい柔和な顔になるんです。「そうなんです。僕、日本育ちで」。「そうなの。どちら

で？」。「姫路」。「姫路で」。みたいな、すごいあんなこわばってた人が。というのは、僕が来てるときはみんな、刀、槍を持っ

ての、バズーカ持った外国人の兵士が来てるような気持ち。英語砲を撃ってくるぞって。英語っていう武器を持って、やって来

るぞと思ってるんです。僕が、実は日本語しゃべれると分かった瞬間に、僕も心の中では法被というか、日本の気持ちを着てい

るような気持ちになって、受け入れてくれる。 

 基本的に人っていうのは、未知なるものを恐れる。好き嫌い以前に、よく分かんないものは、基本的に怖がったりする。だか

ら、異文化交流とか他の人と付き合うときに大切なのは、相手の正体や習慣とかがよく分かってて、実は外国人、日本語、めっ

ちゃ通じるでってうわさが広がるだけで、だいぶ変わるんじゃないかっていう、そういう気付きがちょっとありました。 

日本人と外国人の二つだけ？って、このマンガは外国人が日本の人に、いろいろ褒めてもらうときの定番の言葉があるんです。

日本語上手ですねっていう褒め言葉。なんでこれ、描いたかっていうと、日本の人の多くの、ほぼ 9割。9割って言いすぎなん

かな。日本語上手ですねは、万能の褒め言葉だと思ってる人が多いんです。 

 正直、日本語上手でねっていうのも、褒め言葉だって思ってた人。この振りした後なので、だいぶ手挙げづらくなってる。 
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出す前に聞いたほうがよかったですね。実際に日本語上手ですねっていうのは、うれしいのかどうなのかっていう実証で、まず

ケース Aの人。もう外国人に見えるけど、ケースの Aの人。僕と同じようなタイプです。日本生まれでは僕、ないですけど、日

本育ち。外見で外国人と勘違いされるが、日本語ネイティブの人。彼らも、僕らもそうですけど、日本語上手ですねって褒めら

れるんです。僕、4歳から日本にいるので当然、うれしいわけはないです。僕は慣れてるので、いろんな気の利いた返し方する

んですけど大体、うれしい確率は 0パーセントですよね。 

 向こうも悪気はないって分かってるから、そうなんですって言うときもあるし、時間あったら日本育ちなんですって言ったり

します。次、ケース B、日本滞在期間が長い。日本ネイティブではないけど仕事とか、いろんなことで 10 年以上いて、結構、

日本に住んでる。この人たちもうれしい確率は、ほぼ 0パーセントです。日本、10 年以上いる選手っていったらあれですけど、

10 年以上いる人って結構、みんな、しゃべれて当たり前なので、褒められてもそんなうれしくないんです。この辺から気にし

ない人と、不快感を感じる人もちょっといるんです。こう言われるとまだ俺、日本の社会に受け入れられてないんだなって。お

客さん扱いなんだなって思っちゃう人も、たまにいます。 

 次、ケース C。日本語勉強中って、この辺からちょっと喜ぶ人も出てきます、ようやく。彼らは祖国や日本で長い間、日本語

を勉強して、まだ日本に来て間もない人なんですよね。だから、自分の日本語が通じるかな、どうかなっていう不安がちょっと

ある人。彼らの中では、ちょっと 20 パーセント。こんなん別に統計出してるわけじゃないので、僕の感覚で書いてるだけで、

合ってるかどうか分からないですけど。うれしい人は俺の日本語、通じた。うれしいわっていう人。うれしくないっていうのは、

日本語上手ですねって言われるってことは外国人の日本語で、まだうまくないからお世辞で褒めてもらってるから俺、勉強足り

てないんやなって思うタイプの人もいるっていう。だから、うれしい確率は 20 パー。 

 次、ケース D。最後、50 パーセントぐらいって、これも数字はあまり関係ないですけど。これは本当に日本の文化などが好き

で、日本に来てる観光客とか、本当に日本に 2、3年遊びに来てる人。この辺の人たちは結構、喜ぶ人は多いかもしれないです。

私の日本語、全然いけてるわ。日本文化、好きやしって。 

番外編として、これと似たようなケースで、お箸を褒める。お箸、上手に使いますねって、これも結構、これと同じような感

じになる。日本の人の中で、外国の人がお箸を使えるなんてすごいわって、つい思っちゃうんですけど、自転車と同じで。自転

車って乗れるまでに結構、時間がかかるじゃないですか。子どもは、褒めたら喜ぶんですよ。僕、自転車乗れるの？ すごいわ

ね。うれしいんですよ。でも、大人になって、20 歳ぐらいの人に君、自転車乗れるのかい。すごいね。もう何年たってる、思

ってんねんって。だから、海外の人もお箸は、使いだしはうれしいけど、日本に住んで結構たってる人は、もう 10 年ぐらい前

から使ってるからっていうことで、別にうれしくはない。お箸、上手ですねと、日本語上手いですねは案外、万能の褒め言葉で

はないっていうことをあんま知らないので。善意でやってるので、別にそれで争いになるとかではないけど、実は万能じゃない

んだよっていう、いろんな解釈があるねって。 

 あと、日本に住んでるのは日本人だけなのか。こういうマンガで、同じようなこと紹介してます。僕、今、30 代なんですけ

ど、20 歳ぐらいの子と話してると、僕が日本語話せるって分かっても、どれぐらい話せるんやろうって思っちゃうんです。「そ

こで印ろうを。ルネさん、印ろうって分かります？」。みたいな。僕、4 歳からいるって説明してもなかなか、この見た目だと

難しい漢字は分からなそうって感じちゃうんですよ。なかなか何回も聞かれるんです、漢字とか分かるかっていうのを。 

 僕がいつも説明するのが「ごめんね、僕が初めて日本に来たのは、4 歳になる手前ぐらい。君が生まれる 10 年近く前だ。君

が生まれる前に僕は、まず日本に来てるんだ」と。そして「君が赤ちゃんのときには、僕はもう中学生だ。君がお母さんのおっ

ぱい吸ってるときには、僕は既に中学生だ」。と。「みそ汁もきっと君より飲んでる。つまり、僕は日本では君の大先輩なんだ」。

と。だから見た目、外国人で、日本生まれじゃない人でも、下手すれば結構、自分より年上の人だったら、日本では君より先輩
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の可能性がある。日本にいる歴は、君より長い人もいるよっていう結構、目からうろこやって言ってもらいましたね、これにつ

いて。 

 マナーと好奇心のシーソーゲーム。これは僕、アフリカ少年だったので、小学校とかでみんなに求められるのが、すごい怖い

イラストになってるんですけど。「髪の毛、どうなってんの？触らせて」。って言われるんです。これが子どもの僕には、めちゃ

くちゃ嫌なんです。なんで黒いん？とか髪の毛、触らせて。どんなふうになってんのとか言われても、それはすごい嫌で嫌でし

ょうがなかったんです。わしは実験動物かみたいな感覚になって、嫌なんです。大人になって、僕、いろんな学校とかでも講演

するんですけど、小学校に行ったときに小学生の子どもが恐る恐る、「すみません。髪の毛って、どうなってるんですか」。って、

大人になった僕にも聞いてきます。 

 大人になった僕は、どうすべきか。いきなり見ず知らずの人に頭、触らしてっていう会話って、基本的にはおかしいです。僕

は、この子たちに「僕の頭、気になる？いいよ」って、ほいって触らせたら、教育によくないんじゃないか。この子たちは頭、

触り放題って基本、思っちゃったらよくないなと思って、どうしようと。でも、好奇心旺盛な子どもの気持ちは分かるんです。

僕はもともと、いろいろ人種の人を子どもの頃から知ってるけど、もし宇宙人が現れて、見たことない不思議な頭してたら、ち

ょっと触ってみたいって多分、思うんです。 

 子どもの好奇心自体は、悪意はないし、本当に人間として純粋な好奇心なんです。それと、どうやって付き合っていくかって

いうときに僕は、そのときは取りあえず「分かった。俺も君の頭を触るから、お互い交換だ」。頭、触りたいときは、自分の頭

も触らせろって取りあえず、そういう教育をしました。だから、よく多文化、他の人を理解するっていうときに、指差して珍し

がったり、いろんなこと聞いたりしたら失礼だよっていう教育をするんですけど、人間の好奇心って心自体は消えないので、そ

れとどうやって向き合っていくのか。小さな頃から、いろんな人と触れ合って、慣れてしまうといちいち、大人になっても気に

ならなくなるかもしれないなっていう、そういうお話です。 

 次、自分は複雑、他人はシンプル。これは、よくあります。ステレオタイプに関する話で、僕を見たときに日本の人がどう思

うか。スポーツ、めっちゃできそう。楽器とかできそう。スポーツは中学校以来、ほとんどやってないよ。楽器なんか触ったこ

とも、ほぼない。陽気な音楽流れてると、踊っちゃいそう。日本では珍しいお肉、たくさん食べたことありそう。踊りたがりな

んですよね。しかも、ヤマアラシとか、でかいトカゲとか巨大なカエルとかセンザンコウを食べてるので、そこは合ってるんで

す。だから、全てのステレオタイプに一致する人はいないけど、全てに外れる人もいないっていうこと。 

 そして、「地球人は自身の多面性については、よく理解している。さらに主張してはばからないが、他人のことは一面的に理

解しようとする傾向があるようだ」。みたいな。つまり、日本で事件が起こるとするじゃないですか。例えば、下着泥棒があっ

たりとか強盗があったりとかすると、悪い奴もいるなと思うけど、日本人って悪い奴だなと基本的に思わないです。ただ、それ

が外国人だった場合には、外国の人って怖いかもみたいになる。そこでは、あの外国人はたまたま変なことした。例えば、カメ

ルーン人だとしたら、あのカメルーン人は強盗をしたな。でも、カメルーン人みんなが、そうなわけじゃない。 

 たまたま日本にも、そういうおかしな人もいれば、いい人もいるのと同じように、カメルーンの人にもおかしな人もいるし、

いい人もいるっていうふうに捉えられないですよね。外国人とか何々人って取っちゃうんですよね、人間。でも、自分たちのこ

とはよく知ってるから、いろんな日本人がいるっていうことは分かってる。他人のことは結構、人間ってシンプルに判断しちゃ

う。でも、自分のことは複雑だから分かってっていう。恋愛であることですよね。他人のことはシンプルにラベリングするけど、

私のことは、俺のことはもっと分かってって、人間のすごいシンプルな性質です。 

 この本を描いた僕でさえ、本当にこんなマンガ描いててお恥ずかしい限りなんですけど、ある日、僕、今、東京の国立市って

所に住んでるんですけど。そこにいたら、ピンポンってインターホンが鳴って、玄関出ていったらアフリカ系の男性が、 
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玄関にいきなり現れたんですね。僕、思わず、「うわー」。って言っちゃったんです。自分もアフリカ系なのに。毎朝、鏡に行く

と、立ってるのと同じようなフォルムなのに。なんでかっていうと、家のインターホンが鳴って、開けたら大体、水道の水質検

査とかエホバの証人とか土地売りませんかとか、そんなんです。日本人しか、ピンポン押さないんです。あとは、自分が Amazon

で頼んだものが届くとか。 

 日本人しか玄関にいるイメージがないから、僕ですら急に玄関開けて、アフリカ人が立ってると、うおーってなっちゃうんで

す。実は、彼はメディア関係の人間で、僕に取材をしてくれる約束で、家に来る約束してたんです。僕がその日を間違ってて、

1 週間後ぐらいだと思ってたから気にしてなかったんです。そしたら、自分が日を間違えてて、何の予定もなくドア開けたら、

急にいたのでびっくりしちゃったっていう話。そして、また面白かったのが、彼がそれに突っ込んでくれた。「僕がアフリカ人

だったから一瞬、びっくりしちゃったでしょう」「はい」「驚くだろうなと思ってました」。みたいな。 

 言い忘れたんですけど、実はこの人がアフリカ系っていうことも知らなかったんです。海外メディアの記者だっていうことは

分かってて。日本語、すごい上手いので、僕も勝手に日系の外国人だと思ってたんです。だから、日本語もうまい、アメリカか

なんかで育った日系の人が来るのかなと思ったら、アフリカ系だったからびっくりしたって、そういうオチで。逆にその後は、

お互い盛り上がったっていう。だから、こんなマンガを描いてる僕ですら予測変換で、勝手に日本人しか出てこないと思って、

アフリカ人、急に出てくると僕ですらびっくりするって、そういう話です。 

 一つしかないという思い込み。これ、日本でよく聞かれる質問の一つなんですけど。ルネは、自分の中では日本人と思ってる

の？ それとも、カメルーン人と思ってるの？ 自分が何人だと思ってるの？っていう質問。日本で生まれて育った人は、自分

のことは日本人だって思って、多分、生きている。あとは、名古屋で生まれたら日本人の名古屋とか。例えば、大阪だったら大

阪とか。そういうアイデンティティーを持つと思うんです。取りあえず全員、主に日本人だっていうアイデンティティーを持っ

てるので、僕らのようにカメルーンで生まれて、日本で育って、カメルーンに行き来して、親が日本人とカメルーン人の人が自

分のこと、何人と思ってるのかっていうのは結構、気になる人が多いんです。 

 僕は、「その答えは難しいね。日本人であるとも思ってるし、カメルーン人であるとも思ってるよ」。そしたら、大体の人はそ

ういうもんなんだってなるんですけど、一部の人はなかなか、これが理解できなくて、もっと突っ込んでくるんです。でも、国

籍ってあるでしょう。どちらか選ばないといけないとしたら、どっちを選ぶ？ 1 個に 1 回、絞ってみようみたいな。「分かる

よ。二つ、いいのは分かるけど、1個しか選べないならどっちを選ぶの？」。って言われて、国籍か。俺、国籍を選ぶとしたら、

日本がいいですねって。 

 日本人としての感覚のほうが強いってことですかって、聞かれます。そうじゃなくて、単純に日本国籍のほうが移動できる国

が多いので、旅行が便利だから日本を選んだっていうだけで、別に自分としては、ここでも描いてるんですけど、自分にとって

日本人かカメルーン人かを選択するのは心臓と脳みそ、どちらか一方、選べと言われているようなもので、そんなの選べるもの

でもないので。生きていくのに心臓もいるし、脳みそもいるし、どちらかしかないっていうのはないので、心の国籍は自由だっ

ていう名言で締めてます。 

 次、いきます。文字に代わる何かの必要性。また、おうちでのお話になりますけど僕、友達と一緒に僕の家で、みんなでゲー

ムして遊んでたんです。そしたら、友達の 1 人が「ルネ、おまえの妹って酒、飲むん？」。って聞いてきたんです。妹が酒、飲

むわけないじゃないですか。そんなわけないやって言いかけた瞬間に、ぷしゅって缶が開く音がしたんです。そしたら、妹がチ

ョーヤ梅酒をまさに飲もうとしてて、僕、やばと思って、ばーっと駆け寄っていって、妹からお酒、ぱっと取り上げて、「おま

え、ばか。なんでお酒飲んでんの。これ、チョーヤ梅酒やぞ」って言ったら、妹が「それ、お母さんにもらった、私のジュース」

って。 
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 お母さんはカメルーン出身でお酒、結構強いので、梅酒がお酒って知らなかったんです。買い物行ったときに梅のイラストだ

け見て、かわいいみたいな感じで買って、それをファンタとかそっち系のものと同じだと思って、飲んでたんです。普通に妹に

あげてたんです。漢字が読めなかったんです。普通にあげてた。日本に入ってきたときに多分、結構、いろんな人が躓くのが漢

字ってやつです。ひらがな、カタカナまでは頑張って覚えられる人いるんです、海外から来た人でも。でも、漢字は厳しいです。

なかなか、漢字は覚えられないので。だから、お母さんがすごい喜んでくれたのが、東京に遊びに来たときに、ごみ袋に入れて

いいもののイラストが全部、描いてあったんです。ああいうイラストとか、文字に代わるようなものがあると多分、いろんな人

が入ってきたときに分かりやすい。 

 静かに盛り上がる。異文化共生とか多文化っていうと、外国から来た人みたいな感じで思っちゃうんですけど、異文化って多

分、そういうことだけじゃないと思うんです。それがこれなんですけど。僕、さっきの紹介でもあったと思うんですけど昔、バ

ーで働いてたんですけど、そこに来たお客さんで、実は耳が聞こえないお客さんが 1人来たんです。耳が聞こえない的なことを

多分、手で合図されて、自分、今までお客さんで耳聞こえない人と接客したことなかったので、どうしようと思って。どうやっ

てコミュニケーション取るんだろうって困ってたんですけど、そしたら彼が持ってたノートに筆談で、自分の欲しい注文とかを

書いて、渡してくれたんです。なるほど、筆談でやればいいのかみたいな感じで。 

 ジン・トニックかなんか覚えてないんですけど、書いてあったやつを出して。そのまま、そのノートに僕、書き直した。どち

らから来たんですかって。そしたら、また答えてくれて。他の席で会話してる中で、僕とこのお客さんだけは、学生時代にノー

トとかを回し合いっことしたりしたじゃないですか。秘密のメッセージとか、経験ありますか。覚えてますか。ああいう感覚で、

こっちの会話で盛り上がりつつも、こっちの手紙がくるのがすごい面白くて。今までみんなでしゃべって、盛り上がるしかやっ

たことがなかったんですけど、逆にこういう楽しみ方もあるんだな。 

 気が付いたらお客さん、他の人たちもそれ、何やってるの？っていう話になって。実はこういう方で、筆談でメッセージやっ

てるんですって言ったら、面白そうってなって、こっちでしゃべりつつ、こっちの下のメモ帳とかも使って、店全体でみんなで

楽しむような感じになりました。異文化とか多文化っていうときに他の国とか結構、考えがちなんですけど、この耳が聞こえな

い人は多分、僕らが見てるのとまた違う世界を結構、見たりしてると思うんです。そういう人たちとの付き合い方も、こういう

方法があるっていうこと。外国人のお客さん来たときも、もしかしたら英語話すのって結構、ハードルが高いけど、日本の人っ

て文字書ける人多いんですよね、英語を。 

 話せないけど、書けるって人多いから案外、しゃべるの苦手だったら、紙にばばっと書いちゃって、外国人のお客さんとか来

たときに紙でやりとりして、メッセージを取るっていう方法も結構、あるかもしれない。絵を描いて、それを渡すっていう方法

もあるかもしれないし、コミュニケーションの取り方自体はすごいたくさんあるなっていうのが、すごく分かるエピソードでし

た。 

最後に、多文化が同居する空間をウォッチ。これは、自分の知人たちとホームパーティーをしたときの話なんですけど。いろん

な国の人がそのとき、その人の家に来てて「やあ、ルネ。来たね」みたいな。「母のカメルーンスープ持ってきました」。「食べ

たい」みたいな。 

 会場に行ったら、その日は持ち寄りパーティーっていう形で、いろんな自分の国の食べ物を持ち寄るっていう形のパーティー

だったんです。だから、会場に行ったら既に、ちょっと今、名前がぱっと出てこないけど、ロシア料理とかスペインの料理とか、

ドイツの人がソーセージ持ってきたりとか小籠包持ってきたりとかっていうんで、みんなで持ち寄ってホームパーティーをしま

した。そういう空間で多分、結構、気になるのが、いろんな多国籍の人が来たときにみんな、どういう言葉使って、会話するん

だろう。いろんな国の人が同じ空間に集まったとき、どういうふうに会話するんだろう。多国籍の人が集まると、実はよく起こ
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る現象なんですけど、英語圏の人だけが集まったら普通に英語で会話を多分、するんです。英語圏同士だと。でも、世界って、

さっきも出てきたんですけど、英語圏だけの人じゃないんです。外国人ってみんな、英語しゃべれるって結構、日本の人、思っ

てる人が多いんですけど、英語しゃべれない外国の人、めちゃくちゃ多いです、実をいうと。中国語とか、それに類する言葉し

か話せない。日本語と韓国語とか。ポルトガル語と日本語いけるとか、フランス語とドイツ語はいけるけど、英語はいけないと

か。実は英語だけで成立しない場って結構、たくさんあって。 

 こういう場で、どういうふうに会話をするかっていうと結局、日本にいる人っていろんな国から来てて、みんな、完全に外国

人で、日本育ちでもなくても、全員が一番、会話がスムーズにいくのって日本語なんです。フランス語とか英語とか他の言葉よ

りも、基本的に日本語が一番、通じやすいと。日本にいるから。つい外国の人がいたら英語でしゃべってみようとか思うんです

けど、日本で一番、圧倒的に通用するのは、外国人であっても日本語なんです。いろんな国の人が集まっても、日本語で会話が

進んでいく。 

 面白いのが、基本的に日本語で会話、みんな、してるんだけど、席の端っこのほうで、ちょこっとだけ英語話す人だけが集ま

る英語の特区ができるっていう、あるあるパターンもあります。そこでみんな、英語話すと。その会場に来てる人が飲み物、空

になってるので「僕、お酒取ってきましょうか」って言うと「すみません。僕、お酒飲めないんで」。お酒飲めない理由って、

日本では基本的に下戸であるか、運転があるとかっていうことになってくるんですけど結構、お酒飲めない人多いです、宗教上。

宗教上、お酒飲めない人がいたりする。基本的に最後にみんなで集まって、記念撮影みたいな感じになるんですけど。そのとき

にいろんな国から来た人が、みんなが言うのが、いろんな国の人そろったね。サミットみたい。バラエティーに富んでるね。5

大陸、制覇してるかもみたいな。 

 不思議なことなんですけど、いろんな国の全然、見た目とかも言葉も違う人が一堂に会すると、なんか分かんないけど、すご

い幸せなんです。人間って、ピースフルな空間をすごい幸せに感じる。何かをみんなで乗り越えて、集まったっていう感覚。い

ろんな国の人が集まって、同じ場所でみんなで盛り上がれてるっていうことは、すごい楽しいっていうことを最後、共有して、

大体、終わる。ハイチーズ、写真撮影して終わる。 

ここですごい大事なのが、異文化を知るときに結構、硬い感じになっちゃって、異文化を知るのは大事なんだよと。海外の人も

知らなきゃ駄目なんだよとかっていう結構、硬いニュアンスで伝えがちなんですけど、例えばこの持ち寄りパーティーように、

今から異文化交流セミナーがあります。きょう、来られた方はそういう異文化関係のお仕事をする方とかな方、多いのでみんな、

来てるんですけど、一般の人に異文化がどうとか、他の文化を知ったほうがいいって説明してもみんな、基本的に興味持たない

です。僕、この「アフリカ少年」っていうマンガを笑いも多めで、色も鮮やかに結構、要所にボケやギャグ、たくさん入れてる

んですけど。なんでかっていうと、日本ってまだ多分、両親が日本人の普通に、いわゆる一般的な日本人の割合が圧倒的に多い

ので、外国人にほとんど会ったことも、関わったこともないし、この先も関わる予定がない人って、めちゃくちゃ多いんです。 

 その人たちって、びっくりするぐらい興味がない人が多いんです。俺に関係なくね？みたいな人が、すごい多いんです。異文

化を理解する、知るとかっていう、いろんな方法とか、いろんな資料、用意しても興味ない人からしたら俺、関係なくない？ 俺

の友達全員、日本人だし、会社も日本人しかいないし、多分、日本人と結婚するし、外国人と別に接点とか持たないから関係な

いと思うんだよねって普通の人、大体、思うんです。一生懸命、伝える側のほうは、なんで知ってくれないんだろう。なんで分

かろうとしてくれないんだろうってなるんですけど。 

 こういう持ち寄りパーティーが、すごいいいヒントになってるんですけど。例えば、異文化交流が学べる場所があるらしいん

だけど、一緒にセミナー行かない？っていう誘い文句よりも、なんか分かんないけど、どっかの家でホームパーティーやってて、

世界中の料理集まってるらしいぜみたいなとか。どっかのライブハウスに、世界中の国からいけてるミュージシャンが集まって
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て、世界中の音楽聞けるらしいぜとか。世界中のスポーツ選手とかマジシャンとか来てて、自分の国の伝統のマジックショーと

か、そんなのやってるらしいぜとか。タピオカとか他の国のこんなんとか、あんなんとかがあるらしいぜとか。 

 楽しいこと、面白そうなことがあるってなると人って結構、行きたくなるんです。普段、興味なかったものでも。例えば、僕

なんか小学校から中学校ぐらいまでって、アフリカ系の人に興味がある人って、ほぼいなかったんです。恋愛とかの場面でも僕、

学生時代に恋人ができる気がしなかったんです。なんでかっていうと、自分の同級生の女の子たちが、すごい下敷きとかポスタ

ーを持ってるんです。そこに写ってるのがみんな、ジャニーズとかのイケメンのタレントとか、あと GLAY とかビジュアル系の

バンド。どっちも色白の、透明感のあるすてきな。きゃー、かっこいいとかって言って、みんなでやってるんです。 

 それを傍目で、日本の俺の同級生の男の子たちはどうするかっていったらできるだけ、タッキーかっこいいって言ったら、タ

ッキーに寄せようとするんです。分かります？ タッキーに寄せようとするんです。トイレとか鏡で、こうやったりして。でも

僕、遊ぶ髪が違うじゃないですか。特徴が違うので、寄せようもないと。そもそも色白の感じのアイドルがもててて、俺、黒い

やんみたいな。絶対に無理やんみたいな。GLAY、しかも。まだジャーニーズはいいです。ビジュアル系なんて真っ白にするじゃ

ないですか、わざわざ。俺、もう対極やんみたいな。絶対に恋愛なんかできないわ。 

 アフリカの話っていうのをテレビで見たら、常に動物がいる村の映像か、ものすごい貧しい国の子どもががりがりになって、

食べ物がないみたいな映像か、紛争が起こってる映像しか見てない。土壁の家にずっと住んで、めっちゃ病気多いみたいなイメ

ージしかなかったんです。自分の地元で、アフリカのイメージ。テレビで見ても、そんなんだし。たまに出てきたなと思ったら、

サンコンさんとかゾマホンさんとかなんです。彼ら、実はすごい優秀で、頭のいい人たちなんです、みんな。面白いし。なんで

すけど、彼らに寄せて、もてるかっていうとなかなか。これは寄せて、ボビーさんとかサンコンさんとかゾマホンさんのまねを

しても、もてにはつながらない。 

 なかなか興味を持ってくれない。アフリカのイメージって、それしかない。ちょっとテレビで見たと思ったら、テレビでめっ

ちゃいじられてるアフリカ人しかいないっていうのが、日本の人のアフリカのイメージ。それが、流れが変わったことがあるん

です、急に。急にもて始めたんです。僕からしたら、信じられなかったんです。僕自身、何も変わってないんです。なんでって

思ったら、ちょうどそのとき、姫路に、いつだ。僕が 19 歳ぐらいのときかな。アメリカとかジャマイカとか、あの辺りでレゲ

エがすごい、ばんと爆発的に人気になった。ボブ・マーリーとかからくるような流れですごい、それが人気になって。 

 その人気が日本にも上陸してきて、いろんな日本のアーティストがアフリカ系のミュージシャンのまねをして、レゲエのイベ

ントやコンサートをばんばん、やるようになったんです。それで、アフリカの文化かっこいいみたいな。アフリカの音楽、ミュ

ージックかっこいいっていって、今までアフリカに興味なかった人が最初、ジャマイカから始まって、ジャマイカの音楽聞いて。

ジャマイカ聞いた後は、彼らの飲んでる、どんなお酒飲んでるの？とか。彼らの話してる言葉、英語のジャマイカなまりのスラ

ング。スラングというか、向こうの方言でパトワ語っていうのかな。 

 パトワ語っていう言葉で、英語をちょっとアレンジしたような言葉なんですけど。日本人の女の子でも完全にぶりぶりな、い

けいけの女の子。学校の授業なんか、絶対にまともに出ていないような子がパトワ語を勉強し始めたんです。えーと思って。ア

フリカ人かっこいいって勝手に言いだして、俺、何もしてないのに勝手に好きになってくれたんです、そういう子が。俺、何も

してないんですけど。ということで、この話ともすごいつながってるんですけど、彼らや彼女たちは全然、興味なかった異文化

になんで興味持ったかっていうと、かっこいいから入ったんです。あんな音楽、日本になかった。ファッションすごい。ダンス

すごい、かっこいい。もっと知りたい。 

 どんなの食べるんだろう。ジャークチキン食べるんだとか。こんな音楽聞くんだ。パトワ語語って、こんななんだ。ジャマイ

カ行ってみようとかまでいっちゃうんです、そこまで面白いものがあると。だから、異文化を知るのは楽しいっていうところに
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つながっていて、異文化を知ったほうがいい。知るべきだよりも、知るの楽しいぜに持っていけるのが一番、理想かなって。例

えば、子どもに勉強しなさいって、めちゃくちゃ言う親の子どもって勉強しないですよね、基本的に。勉強する家の子どもって、

勉強が面白いと思う。スイッチ入っちゃってる子どもが、絶対に勉強するんです。 

 僕、子どもの頃って全然、勉強しなかったんです。本を親父に読めって言われても一切、読まなかったんです。つまんねえな

って。唯一、最後まで読んだのが、父親が渡してくれた「リング」っていうホラー映画。映画になった。なぜか父親、それまで

は「地球白書」。とか難しい本ばっか渡すんですけど「リング」だけは、なぜかホラーを僕に渡したんです。なんで親父が俺に

ホラーをって思って読み始めたら、めちゃくちゃ面白くて、「リング」は全部、読み切ったんです。それ以外で本なんて読んだ

ことなかったのに。 

大人になって、ある社会についてちょっと興味が出たとき、たままた偶然、暇だったから図書館に行ったんです。そのときに人

類史かなんかの本が、簡単なやつがあって、それ読んだらすごい面白くて。そこから本読むのが好きになって、図書館に入り浸

って。僕、そのとき、社会人になってたので工務店で働いてたんですけど、そこ、辞めちゃったんです。仕事辞めるのがいいこ

とかどうかっていうのは別なんですけど、貯金があったので、仕事辞めて。急にものを知るのが面白くなっちゃって、あんな本

嫌いだった自分が仕事辞めて、半年間、図書館にこもっちゃったんです。ぐらい、なんか 1個のきっかけで、1個の本がたまた

ま面白かっただけで、本って面白いじゃん。 

 そこから付随して、この本に書いてあるこれをもっと知りたい。で、他の本を読む。そしたら、また別の知識が欲しくなって、

これも調べるっていうふうに 1個だけ、スイッチをぽんと押してあげると、ばっと広がっていくっていうことはあって、異文化

とかを知るのは楽しいって。異文化とか他の人に対する興味とか好奇心も、そのスイッチをどこで押させて、面白いじゃん。海

外の人とか他の異文化を持ってる人って面白いじゃんって、いかに思わせるかがすごい大事だっていうことが、僕は経験上、分

かっています。だから、「アフリカ少年」は、できるだけ面白くするというか、ギャグとか笑える話も入れつつ、食いついてき

たところに、ちょっと面倒くさい話もちょいちょい織り交ぜて。 

 子どもがピーマン食べないから、めちゃくちゃ切り刻んで、ちょっとピーマン入れておくような発想です。そういうふうに僕

は異文化交流というのを、日本でちょっとやってます。海外にルーツを持ってる新しいタイプの日本人を知ってもらうために今、

たまたまマンガを描いてるんですけど僕、実はゲームクリエイター的なことを。まだ趣味なんですけど、やってて。今、みんな、

スマホ持ってるんで、なんか面白いゲーム作って、遊びながらそういうのを学べたら面白いっていうのも考えてるところ。あと、

歌っていいよな。この「アフリカ少年」で伝えてるようなテーマ、歌にできないかな。歌を作ってみようとか。そういう楽しい

ところから伝えていこうというふうに今、考えています。 

 終わりになるんですけど「ひとつ空の下、共に生きよう」。せっかく同じ空の下で生きるなら、ないものを補い合って、ある

ものを振る舞い合い、楽しく共に生きていきたい。というのも、ある学校で日本人の女の子が、お母さんがお弁当にお箸を入れ

忘れちゃったんです。最悪だと思って、もうお弁当食べれないじゃんって思ってたらその学校、結構、国際的な学校で、どこだ

ったかな。タンザニアだったかな。タンザニアかどっかの女の子が同じクラスにいて、その子の国では、そもそもお箸とか以前

に手で食べる文化だったんです。その子のお弁当っていうのは、もう手でその子、食べてたんです、もともと。 

 その子にお箸忘れたの？って。「私、手で食べる方法知ってるから、教えてあげようか」。って言って、その子と日本の女の子

が普通に手でお弁当食べたらしいんです。手で食べたら、いつもと味がちょっと違って、面白いかもみたいなことになって。こ

れが、もし日本の子しかいない所だと、お箸がなくて大変だ。もう鉛筆を二つ併せて、お箸にしちゃおうかなとかって。それは

それで、なかなかトリッキーで面白いと思うんですけど、そういうことなるんですけど。そうやって違う文化圏の人がいると、

日本人だけでは結構、行き詰ってたような問題も、意外なとこから解決策を出してくれる可能性もある。 
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 逆に日本のいいところとか、日本人の持ってる知恵を新しく来た人がなるほど、日本ではこうやるのか。いいじゃんっていっ

て、お互いがないものを補って、あるものを分け与えて。いいね、いろんな文化が混ざってると、すごい問題解決したり、楽し

んだりできるねっていうことが伝えていければいいんじゃないかっていうのが、自分の取りあえず異文化交流、他の文化を知る、

多様性を知る上で大切だなって思ってることです。以上で、僕の講演は終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

司会 星野ルネ先生、本日は大変、貴重なご講演をいただきありがとうございました。皆さま、今一度、大きな拍手をお願いい

たします。ありがとうございました。 
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３.パネルトーク「多文化共生都市ＮＡＧＯＹＡをつくろう！」。 

星野ルネ・金千佳・ロドリゲス ダ コスタ ジョン リカルド・土井佳彦 

 

 

司会 皆さま、お待たせいたしました。それでは、ここからパネルディスカッションに移らせていただきます。本日、パネルト

ークを行っていただきますパネリストのご紹介をさせていただきます。先ほどご講演いただきました、星野ルネ先生。愛知県立

大学客員共同研究員、医療通訳、金千佳様。フリーランス通訳者、ロドリゲス・ダ・コスタ・ジョン・リカルド様。名古屋市観

光文化交流局・国際交流課主幹、山田茂喜。進行していただきますのは、NPO 法人多文化共生リソースセンター東海代表理事、

名古屋市次期総合計画有識者懇談会委員、土井佳彦様。本日のパネルトークは「多文化共生都市 NAGOYA をつくろう」というテ

ーマで行っていただきます。それでは土井様、よろしくお願いいたします。 

 

土井 皆さん、こんにちは。ただ今、ご紹介いただきました土井と申します。本日、こちらのパネルトークの進行をさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。ここからは、着座にて失礼いたします。初めに今回、パネルトークにご登壇いた

だいた皆さまに、簡単に自己紹介をしていただくところからスタートしたいと思います。ルネさんは、先ほどご講演いただきま

したので今回、新たにご登壇いただきました、皆さんから向かって右側のお三方に簡単にお名前やご所属、ご活動などをご紹介

をいただきたいと思いますが、手前から金さん、よろしいでしょうか。 

 

金 皆さん、こんにちは。初めまして、金千佳と申します。私は京都市で生まれ育ちまして、朝鮮半島のほうにルーツがありま
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す。現在は名古屋市に住んでおりまして、夫と娘、息子の 4人家族です。学生時代に外国語、移民政策、多文化共生というよう

なことを学んできたんですけれども、社会学という分野でやっておりました。当時は、まだ多文化共生っていう言葉そのものは

なかったんですけれども今、言われているような多文化共生につながるような勉強をしていたのかなというふうに思います。高

校時代にアメリカ。あと大学、大学院を通して韓国とかドイツへの留学経験があります。 

 医療通訳としてご紹介いただいたんですが、まだ 5年ぐらいなんですけれども、愛知県のほうで医療通訳を養成して、日本語

の不自由なかたがたが医療を受けられるとき、病院で受診をされるときに通訳をするという、そういう医療通訳を養成して、派

遣するというシステムがありまして、5年前にそちらの養成を受けさせていただいて、この間、数はそんなに多いほうではない

と思いますけれども、現場のほうに行かせていただいておりました。愛知県からの派遣もあるんですけれども、それ以外にもフ

リーランスということで直接、患者さまからのご依頼をいただいて、通訳をするというようなこともしております。 

 それ以外に法廷通訳の登録もさせていただいていたりとか、通訳ガイドの資格を取ったりっていうこともしております。その

医療通訳を始めたことをきっかけに、これからどんどん外国の方増えていきますし、言語サービスが必要になってくる方が増え

てまいりますので、そういうコミュニティー通訳といいますけれども、医療だけでなくて司法、教育、行政。そういった場面で

どうしても生活上、まだ日本語ができないっていう方がこれから増えてくる中で、コミュニティー通訳の必要性って高まってい

くんですが、そういう通訳の要請に対して、どのような通訳を養成していくのがいいのかっていう、そういったことを考えてい

く研究に携わっております。よろしくお願いいたします。 

 

土井 ありがとうございます。引き続き、よろしくお願いいたします。では、お隣。 

 

リカルド どぉも、名前が長ったらしいコスタ・ジョン・リカルドです。自分は、ブラジル生まれで、２歳少し手前のころに日

本に来ました。そこからかれこれ 25 年経ちまして、小学生のころと中学生のころに数年間ブラジルにはいたんですけども、通

算して日本の生活の方が断然長いです。その為よく周りからは似非外国人とか似非ブラジル人なんて言われてました。ルネさん

は結構親近感が湧くような体験があり嬉しいです。今はですね、紹介してもらったようにフリーランスの通訳や翻訳の仕事をさ

せていただいてます。年中行っているのは県立の高校などに行って外国人の生徒さんのサポートでだったりとか、エンジニアの

通訳をしたりとか外国人保護者の対応をメインにしております。まぁそれ以外でも学校以外の事務でも広く浅く通訳を行ってい

る傍ら、多文化共生だったりとか多文化共生と絡めた防災の話とかといったものでも少し活動しています。最近ですけれども

Dive.tv という多文化ソーシャルメディアのスタッフとしても働いています。こんな感じです 

 

土井 非常に多彩なご活躍をされてるということでリカルドさん、よろしくお願いいたします。最後に山田さん、お願いいたし

ます。 

 

山田 皆さま、こんにちは。名古屋市役所・国際交流課の山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。冒頭のごあいさ

つでも、少し触れさせていただいたんですけれども名古屋市では今、第 2次名古屋市多文化共生推進プランという計画を作りま

して、これに基づいて多文化共生の推進を図っております。皆さま、本日、お手元に配らせていただいております、こちらのチ

ラシがあるかと思うんですが、この裏面がちょうどそのダイジェスト版になっております。ダイジェスト版の真ん中あたりをご

覧いただきますと、名古屋市が取り組むことということで、共生プランの 3本柱が書いてございます。 

 一つ目が生活基盤づくり。二つ目が誰もが参画する地域づくり。そして、三つ目が多様性を生かす社会づくり。この 3本柱を
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掲げまして、それぞれの下に、たくさんの事業を計画しまして、現在、進めているところでございます。本日の多文化共生推進

月間の講演会も、その一つということになっております。多文化共生では、皆さまのご理解とご協力が必要ですので、ぜひとも

今日の講演会をきっかけに、多文化共生推進のほうにご参加いただけると大変ありがたく存じます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

土井 ありがとうございます。ゲストトークしていただいたルネさんと 3名のご登壇者の方、合わせて 4名で、いろんなお話を

していきたいと思っております。まず、この後、皆さんと今後の、名古屋市がどんな形で多文化共生都市というものをつくって

いくのかということをお話をしていただくんですが冒頭に、そもそも今の名古屋市の状況をちょっと確認をしたいと思います。

先ほど山田さんのごあいさつのときに、名古屋市に外国人の方がどれくらいいてっていうような数字的なところがありましたけ

どももう一度、その辺をもう少し詳しく伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

山田 ありがとうございます。それではスライドのほう、お願いしてよろしいでしょうか。 

まず最初に、名古屋市内の外国人住民数の推移という表がございます。こちら、国籍・地域別となっておりまして、右から三つ

目の所が平成 30 年末の数字になっております。名古屋市全体では 8万 3083 名の外国人住民の方がいらっしゃいます。5年前の

平成 26 年末をご覧いただきますと、6 万 5449 人ということで、この 5 年間に 1 万 7634 人も増えているという、そういった結

果になっております。また、国籍別で見ますと、平成 26 年のときには中国の方が一番多くて、韓国の方が 2 番目。そして、フ

ィリピンの方が多くてという形になっております。 

 中国の方、韓国の方、フィリピンの方。それから、ブラジルの方が多くて、次にベトナムの方というふうになっていましたが、

平成 30 年の所をご覧いただきますと中国の方、韓国の方、そして、フィリピンの方までは一緒なんですが、次がベトナムの方

が増えております。その次にネパールという形になっておりまして、こちらの増減率をご覧いただきますと、ここの二つがとて

も大きな数字になっておりまして、これはベトナムの方とネパールの方。つまり、最近ではベトナムの方とネパールの方が、と

ても増えているということになっております。 

 次のスライドをお願いいたします。こちらが在留資格別の表になっております。こちらをご覧いただきますと、こちらのほう

にいろいろな在留資格が書いてあるんですけれども、増減率で見ますと 189.2 パーセントというのが、とても急激に増えている。

これは何かというと、留学です。そして、ここに 194 パーセントとあります。これが技能実習です。つまり最近では、留学の方

と技能実習の方の資格で入られる方が大変、多いと。そういった傾向が見られます。 

 次のスライド、お願いいたします。名古屋市内の外国人の方の年齢別をご覧いただきます。こちら、平成 30 年末になります

が、何歳ぐらいの方が多いのかといいますと 20 代、30 代。20 代の方が 29.6 パーセント、30 代の方が 20.9 パーセントという

ことで、合わせると 50 パーセントになります。つまり、若い外国人の方が名古屋に来ていただいて、お住まいになっていらっ

しゃると、そういった結果になっております。先ほど、こちらのチラシの裏側が、ダイジェスト版になっていますということを

お伝えしたんですが、一番右の所をご覧いただきますと、「たくさんの国籍の人が住んでいます」というふうに書いてあります。

名古屋市には 149 カ国、1 地域の出身が住んでいます、ということで、150 です。150 って、かなり多いなと思っていたんです

けれども、実はこれを土井さんが世界地図に落としてくださいました。スライドのほう、お願いいたします。そうしますと、こ

のように全世界から名古屋のほうに人が来ている。そういったことが分かります。この赤い所がカメルーンです。 

 

土井 ありがとうございます。 
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山田 つまり、これだけたくさんの国々の方が名古屋に集まっているということですので、こういった方々と仲良くやっていく

のか、やっていかないのかというのは、私たち一人一人の生活において、とても大きなターニングポイントになっているという

ことになります。ですので、今回の講演会で、楽しい雰囲気で話を聞いていただけると思いますが、その中から一つでも二つで

も多様性について気付きをしていただいて、ここから先のご自分の人生の中で多文化共生のほうに、ぜひ仲間としてご参加いた

だけると大変、ありがたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

もう一つ、名古屋市の施策なんですが現在、次の総合計画を計画しております。名古屋総合計画 2023 というものを作っており

まして、今、お伝えしましたように外国人の方がたくさん増えて、名古屋に来ていただいてるということが現象としてございま

すので、まちづくりの方針として多様な価値観、生き方を認め合えるような多様性を推進する。それから、共生社会の実現。こ

ういったことを位置付けながら、次の総合計画のほうを計画しておりますのでまた、ぜひよろしくお願いいたします。ありがと

うございました。 

 

土井 ありがとうございます。皆さん、この地図を見て、いかがでしょうか。この緑色になっている所から名古屋に来られて、

住まわれている方がいらっしゃって、その数が 150 カ国ということです。ちなみに皆さんの中で、海外に旅行とか留学とか、お

仕事で短期・長期問わず行かれたことがある方もいらっしゃると思うんですが 150 カ国以上、まわった行かれたことがあるとい

う方いらっしゃいますか。いらっしゃらないですか。ありがとうございます。ぜひ 150 カ国の方が名古屋にいらっしゃるんであ

れば、すべての皆さんにお会いしたいなという気がしますね。先ほどの星野さんの持ち寄りパーティーじゃないですけど、ここ

に 150 カ国の方が 1品ずつ持ち寄ったら、すごく楽しいことになるかなと思うんですけどね。 

 

星野 入れますもんね、ちゃんと。 

 

土井 150 ぐらい。 

 

星野 見てみたいです。 

 

土井 ぜひとも見てみたいですね 

 

星野 1 カ国ずつ前に出て、お話ししていただいて。 

 

土井 なかなか食べるのに時間がかかりそうですけども。それぐらい、名古屋に本当に多様な方がいらっしゃるということです

ね。それから、私もちょっと驚いたのが、非常に若い方が多いんですね。私も以前、お話を伺ってて、そうなんだってちょっと

驚いたんですけど、今年 1月に名古屋で成人式が、名古屋だけじゃなく全国各地であるわけですけども、中区役所の成人式にた

またまお邪魔したんです。今度、こういうのがあるからってご案内いただいて。僕、てっきり成人式って、20 歳になった成人

の子とご家族しか行けないと思ってたんですけど、誰でも来ていいんだよって。みんながその人たちをお祝いする会なんだよっ

て言われて、それじゃあって言ってお邪魔したんです。 

 中区には外国人の方、どれくらいいるんですかっていうと大体、今、人口の 1割が外国人という名古屋でも一番多い所なんで
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すが、この成人になられる 20 歳のお子さんのうちの外国人ってどのくらいいるんですかって聞いたら、「3人に 1人は外国人で

す」というふうにおっしゃられたんです。3人に 1人って、すごいですよね。それぐらい、本当に名古屋って今、先ほどおっし

ゃっていましたけど、数も増えているし、多様性も増しているんだなということをちょっと感じました。 

 そういった名古屋市に私たちも暮らしているわけですけども、ここからちょっとお話をしていきたいんですがまず最初に、先

ほどルネさんの講演をお聞きになって、本当にいろんな気付きを与えていただいたり、共感するところもあれば、なるほど、こ

んなことがあるのかというような驚きもあったりしたかなと思うんですが、いかがでしょう。金さんからリカルドさん、山田さ

ん、ルネさんのお話を伺って、何か個人的に気になったところがあれば教えていただきたいと思うんですが。 

 

金 貴重なお話を聞かせていただいて、とても楽しかったのですが、私なんかは見た目で日本人と区別がつかないタイプなので、

恐らく経験してきていることっていうのが共通項もたくさんありながら、違うところもたくさんあるんだろうなということを、

何となくずっと頭に置きつつ。でも、いろんなことを多分、見た目で分かるからこそ、大変だったことっていうのをたくさん経

験してきてられるはずなんだけど、それをマンガであったりとか、今日の講演のような形にされて来られているというのは、す

ごい素晴らしいことだなというふうに思ったんです。 

 見た目で分かるからこその大変さ、分からないからこそというか、分からないことによる大変さみたいなものっていうのをも

う少し言語化していくっていうことが、なおかつ楽しく。本当に自分に関係のないことっていうことを、なんで分かんないのよ

っていうふうに言うって、なかなか相手に届きにくいだろうっていうのはすごく感じるので、伝える姿勢とか手法を考えるテク

ニックみたいなものっていうのをすごいなと思って。勉強させてもらったかなと。 

 

星野 聞く耳を持ってる人に語る言葉と、全く興味ない人に語る言葉って、変わらざるを得ない。それはある。 

 

土井 マンガの中で、主人公がアフリカ少年ということで、どうしても見た目からまずは入って、違うなと思われるところ。そ

ういう驚きもあるっていうこともあったんですけど、逆に見た目だと分かりにくい人たちっていう中でのものって、また別にあ

るんですね。 

 

星野 そうですね。全然、僕らの場合は、完全に外国人として最初から接してくるので、最初から向こうはそれなりに準備して。

その準備が僕にとっていい場合と、そういう準備違うよっていう場合あるんですけど、それが逆に見た目でも絶対に分からない

と、思いがけず、ちょっと傷つくこと言われたり。「実は私」。っていうこと、あるでしょう？ 僕も実は友達で、そういう在日

韓国人の友達とかいて、1 回言われたことあるんです。「俺、おまえがうらやましい」。って言われたんです。なんでって。俺、

見た目、面倒くさいじゃん。いちいち指差されて、珍しいって言われるの。言わないと分からないからこそ、ふいに友達だと思

ってたやつが、そんなこと思ってたんだっていうのを分かっちゃうことが、また違う問題があるんだろうなっていう。 

 

土井 アフリカ少年ならではのものもあれば、もしかしたらアジア少年なりの難しさっていうのもあるのかもしれないですね。

ありがとうございます。リカルドさんは、どうでしたか。 

 

リカルド 終始、面白いなと思いながら聞かせてもらったんですけど、僕もルネさんと似たような感じで、幼い頃からこっちで

育ったので結構、そうだなっていうふうになるところがあって。玄関を開けたら、同じアフリカ系の人でびっくりしたって結構、
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こっちでもあるんですよね。電話越しとかメール越しとかで、すごい丁寧な日本語だから日本人だと思ってたらブラジル人なの、

君もみたいな。それこそ本当に面と向かって会って、いろいろ話してて、僕もブラジル人なんだよねみたいな。日系のブラジル

人って、本当に外見が日本人と変わらないっていう方、結構いるので、たまに一応、聞きますけど。「ポルトガル語、いける口

ですか」っていうふうについ、こっちも身構えて聞いちゃって「いけますよ」。「そうなんだ」っていうようなことは結構、僕も

あって。同じような立場の人間というか、同じような外見の人間でも、そこは結構、ここ日本にいると判断しにくいなっていう

ふうになってしまうところがあって。 

 

星野 だから、日本に日本人しかいなかった期間が長すぎて、まだみんなが慣れてないんですよね。僕ですら日本人しか周りに

いないと、酔っぱらって、二日酔いで起きて、鏡で自分を見て、びっくりすることがある。本当です。そっか、俺、アフリカ人

やったみたいな、本当にあるんですよ。 

 

土井 意識と。 

 

星野 意識。自分、日本人って感覚で生きちゃってるから、急にびっくりするんです、酔っぱらってると。俺、アフリカ人かみ

たいな。慣れが大事。これから、さっき 3人に 1人が成人って言ってたので、そういう環境に慣れてくるとまた意識変わってく

るので、時間が変えるものも多分、あると思うんです。 

 

土井 そういうときって、ちなみにどうされるんですか。例えば同じ出身なんだけども、もしかして日本人なのかな。ブラジル

人なのかなとか。あと、さっきルネさんのお話でもありましたけど、日本語でいけるのか。母国語、しゃべったほうがいいのか

っていうところって。これは日本人がっていうよりも、僕がかもしれないんですけども、相手に確認をするというのもちょっと

失礼というか、難しいなと思うこともあるんですけど、聞いちゃいますか。 

 

リカルド 僕は普通に聞いちゃいますし。たまに普通にこっちがポルトガル語でも、別の人と話してる輪に入ってくると、君も

ブラジル人なんだっていうふうになってしまうこともありますけど、僕は普通に聞いちゃいますね。 

 

土井 あんまり気にならずに。 

 

リカルド 気にならずに。 

 

土井 聞いて、答えてくれたら、そうなんだっていうことでスタートできるんですね。ありがとうございます。またちょっと後

で、詳しいお話を伺いたいと思います。山田さん、いかがでしたでしょうか。始まる前というか、今回のイベントの前には、ル

ネさんのマンガも熱心に読まれたというふうに伺っておりますけども。 

 

山田 すごくマンガのほうも面白いので、ぜひ皆さん、ご覧いただけたらと思うんですけれども。面白い中にも、本当にいろん

な気付きがあって、きょうのお話し伺ってて、もう一回、改めて思ったのは、「思い込み」我々、こういう仕事をしてると、知

ってるつもりなんですけども全然、分かってない部分が多くて、きょうのお話でもありました「英語を話さない外国人は多い」
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というお話。つい、外国人の方を見ると英語。明らかにアジアの方かなと思いながらも英語なら通じるかなと思って、英語でお

話しすると通じなくて、ちょっと思い込みが激しいなっていうのを反省したりしますし。そういった、ルネさんのマンガの中に

もあったんですけど、正確な情報とか幅広い知識。それから、もう一つは誠実さを持って、人に接する。外国の方も、われわれ

も同じ人間ですので、そういった接し方をする必要があるんだなっていうのを思ってまして、とてもルネさんのマンガからいろ

んな気付きをさせていただいてるし、きょうは楽しくお話し聞かせていただきました。ありがとうございます。 

 

星野 ありがとうございます。 

 

土井 ありがとうございます。今、おっしゃったように名古屋市の、正確に僕も計算したことないんですけど昨年、たまたま、

別の仕事のときに愛知県全体の外国人の方々のことをちょっと調べてみたんですね。そうすると名古屋市、大体、8万 3000 人。

今、ちょっと新しくなって(8 万)6000 人でしたっけ。150 カ国の方がいらっしゃるということですが、愛知県は今、ざっくりと

25万人。これは東京に次いで 2番目に多くて、出身も大体、160 の国や地域から来られてるみたいなんですよね。 

 そういった方々、本当にいろんな国から来られているので、何語が話せるんだろうかってなると当然、実際には本人に聞いて

みないと分からないわけですね。先ほど言ったように、外国の出身の方でも日本語しか話せないっていう方もいらっしゃるとな

ると、本人によって変わってくると思うんですが一応、その出身の国がもともと、何語を話すのか。中国だったら中国語、ベト

ナムだったらベトナム語。この割合で調べてみますと 25 万人のうち、英語がネイティブだろうと思われる方。例えば、アメリ

カ出身とかイギリス出身、オーストラリア出身。どのぐらいいるのかなって皆さん、想像つきますか。 

 外国人と会って、英語で通じると思ってしゃべってみたら、本当に英語ネイティブだったという割合って、2パーセントいか

なかったです。98.5 パーセントか 98.6 パーセントは、英語以外の母国語をしゃべる国から来られてたので、逆にいうと外国人

だと思って、英語で話してみて、英語が返ってくる率のほうが圧倒的に低いかもしれないと思って。それぐらい、名古屋市って、

そういった特徴があるんだなというふうに思いました。一体、何語でしゃべったらいいんだろうかっていうことになると思うん

ですけど。 

 

星野 外国の人をもし見かけたときに多分、日本語か英語のまず 2択が有力で出てくると思うんです。結構、日本語通じる人も

多くて、最初、別に日本語で話しかけても案外、通じるから日本語でもよくて。絶対に勘違いされたくはないのがいろんな、さ

っきマンガとかで例を出したんですけど別に、だからって誤解や勘違い、いっぱいあるけど、それを恐れすぎるほうが逆にマイ

ナスだと思うんです。あるけど、知らないこと、いっぱいあるよねって。自分で分かっていればいいだけで、間違っても別にい

いと思うんです。英語じゃないんだって、そこで気付けばいいし。間違いを恐れて、逆にもう立ち寄るのやめようよりは、別に

間違ったほうが本当はいいので。ただ英語、全員が第 1言語でしゃべってるわけではないという知識だけあれば。 

 

土井 そうですよね。相手を見て、まず何語から声掛けようって判断するの、とても壁が高いというか。取りあえず日本で、ま

ずはしゃべってみて。 

 

星野 日本語でいってみて、大体、通じるし、日本語で案外。駄目だったら、ちょっと聞いてみて。 

 

土井 なるほどね。ありがとうございます。それだけ本当に名古屋は多様だっていうことを皆さんにもちょっとご理解いただけ
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たと思うんですけども、きょうのパネルトークのテーマが、多文化共生都市 NAGOYA をつくろうというふうになっています。つ

くろうということは、これからの話なのかなということで、先ほど山田さんのほうから名古屋市で、総合計画でしたっけ。総合

計画って、そもそもどういうものなんですか。 

 

山田 名古屋市のまちづくり全体をあるべき姿、望むべき方針とか、そういったことが総合的に述べられた計画なんです。 

土井 外国人の人とっていうだけじゃなくて、そもそも名古屋市が一体、どういう街になっていくかってことをいろいろ考えて

る。その中に多文化共生と書いてありますけど、外国の出身の方と日本の方が、どうやって一緒に仲良く暮らせる街をつくるか

っていうのも考えていくということですね。 

 

山田 はい。 

 

土井 ありがとうございます。そうしますと、これが今年からですか、新しくなって。この総合計画というのが今年から新しく

なって、5年間とおっしゃいましたっけ？ 

 

山田 そうです。2023 になりますので今、策定中ということで。 

 

土井 2023 年までの間に、こういったことを取り組んでいくということですね。2023 年に向けて、どうしたら名古屋が多文化

共生。多文化共生って、言葉で説明するとなかなか難しいと思うんですけど私、結構、イメージとしていいなと思ったのは、先

ほどルネさんのマンガの最後で示していただいた、今日、ポスターとか皆さんにも、多分、配られてる団扇にも書いてあります

けど、こういうイメージなのかなと思って。肌の色だけじゃないですね。髪の色、服装。いろんなかたがたが楽しそうに手をつ

ないで、一緒にいるという状況。とてもすてきな絵だなと思ったんですが。 

 例えばこんな風景が、名古屋で日常的に見られるといいなと思った場合になかなか今、そうなってないかもしれないという中

で一体、どういうふうなところがもうちょっと変わっていくと、このイメージに近付いていくのかなといったところから皆さん

にお話を伺っていきたいと思うんですが。大きなイメージもあれば、本当に小さな具体的なこともあると思う。名古屋市全体と

いうこともあれば、例えば学校、職場、地域、家庭の中、いろんなレベルがあると思うんですけども、皆さんの中でこんなふう

になっていくと、今よりもっと名古屋っていう街がよくなるんじゃないかということあれば、皆さんの視点からお話し伺いたい

と思うんですけど。これは、どなたからでも結構ですので、マイクを握っていただければと思います。いかがでしょうか。 

 

リカルド 隣の金さんから、目で訴えかけられるような感じで。 

 

土井 リカルドさん、トップバッターでお願いします。 

 

リカルド 僕、どうしても学校とかで通訳をしてる関係上、教育の面がすごい大切かなというふうに思いまして。僕、育ちは、

小学校から名古屋に住んでるんですけど、名古屋市って結構多くの小学校、中学校で外国人の子どもがいるっていうケースがほ

とんどなんですけど自分、小学校も中学校も唯一の外国人っていう環境で育ってるんです。結構、珍しいパターンなんですけど

も、幸いにも同級生とか先生に恵まれて、楽しい学校生活を送れたんですけど。そういうふうに子どもの頃から、そういうのに
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関わったりとか交流があれば結構、ここの絵にもかわいらしく子どもがいろいろ、いっぱい載ってるんですけど、こんな感じに

なりやすいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんです。別に一緒に勉強しようとかだけの話じゃなくて、日常の中でとか。

それこそ学校終わって、公園で遊ぶときとか。そういうとこに子どもたちがお互いに関わり合えば、自然とその子たちが大きく

なれば、その子たちは外国人や他の国の人たちと関わるのが普通っていう環境で育つのかなというふうに思いました。 

 

星野 僕も子どものときっていうのは、すごい大事だと思ってて。というのは、大人になっていくに従ってだんだん、いろんな

知識が入っていくんですよね。その知識っていうのが、バリアになったりもするんです。子どもって危ない所とか怖い所とか、

平気で行くじゃないですか。予備知識ないんです。泥んこがあろうが、やぶだろうが入っていくんです。それが子どものときに

いいのが、怖がったりとか変な知識がない分、僕、幼稚園のときに来てるので、そこでできた友達のおかげで小中高。高校はち

ょっと違うけど、小中は外国人とかハーフの子って結構、いじめに遭いやすかったりするらしいんですけど、僕は幼稚園からの

友達がいたので、彼らのおかげでそういうのはあんまり悩まなくて済んだんです。幼稚園の頃から本当に、さっきおっしゃった

ように、そういう自分と違う国の人たちがいるような。例えば、おうちにホームステイをしてみるとか、一緒にバーベキューで

いろんな国の人がいて、そこでみんなで遊んでるとかっていう原風景を獲得しちゃうっていうのは、すごいいいと思います。 

 

土井 ありがとうございます。金さん、今、どうですか。子どもの頃から、そういう環境がもっと自然とあればいいんじゃない

かっていうお話ありましたけど。 

 

金 本当にそれは、私も今、小学生の子どもが 2人おりますので、子どもの通う学校にも少し海外にルーツのある方っていうの

がいて、結構、見た目で分かる子もいるんです。子どもをトワイライトスクールとかにお預けして、迎えにいったときに、娘が

1 年生のときかな。その子に「何人？」って、聞いたんですよね、うちの娘が。「私、日本と韓国だけど」みたいなことを自分

で言って、「あんた、何人？」って、「私、日本人だけど」って言い返されてて。そうなんだって、それで終わったっていうこと

があって。多分、子どもってそういうやりとりを平気でして、ちょっと見てる私がどきどきしてたんですけど。 

 そういうことが日常的に行える環境にいるっていうのは、すごいいいなと思ったんですが、ただ唯一の外国人とか、ひょっと

したらいたかもしれないけど、黙ってた外国人もいるかもしれないしっていうことを考えると、これから本当にどんどん増えて

いくはずなので、親も含めて地域に関わる人間がいることを前提として考えるっていうのが、すごく大事なのかなと思って。先

ほどルネさんのお話にも、ろうの方のお話とか出てきて、筆談のこととか、手話も含めてですけれども。そういうのがあったと

きに、そういう人は自分の周りにいないだろうとか。発達障害だとかも、いろんなことがあると思うんですけど。 

 そういうことの当事者であったり、関係者の方が、その場にいないであろうという話の流れに、黙って付いていっていなけれ

ばいけないときって結構、しんどいんじゃないかなと思うんですよね。だから、そんなこと言いだしたら窮屈で、何も話せない

っていうふうになるのかもしれないけれども、黙って聞いてる側もちょっと待ってって言えれば、一番いいと思うんですけれど

も。本当の自分の思ってることを言って、言われたときに自分が個人的に攻撃されたとか批判されたっていうふうに思わずに、

でもそれはねっていうようなディスカッションというか。 

 お互いの本当の気持ちをぶつけ合えるような環境づくりみたいなものが、少しずつつくられていかないと、見えないものは見

えないまま、怖いから沈み込むみたいなふうになっていっちゃうと思うので、怖い人も自分の気持ちを伝える。聞く側も疑問と

か、いろんなことを攻撃だと取らずに、そういう気持ちがあるんだなということをいったん受け止めるみたいなことが、これは

本当に日本人同士というか、誰の間でも同じことだと思うんですけど、そういうふうな人間教育的なもの。多文化共生うんぬん
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というよりも、人間同士が楽に自分でいられるみたいなことを子どもの頃から。できれば義務教育の間にできるといいのかなと

いうふうに思うんです。 

 

土井 ありがとうございます。子ども本人にとってみれば、今日からこの学校に行くねって言われて、いろんな戸惑いはあるで

しょうけど、そこでそういう友達が自然と声を掛けてくれて、普通に接してくれたら仲良くなるっていうのは、子どもの世界で

はそういうことは進むと思うんですけどなかなか、さっき星野さんが言った周りの大人がそこにどう関わるかっていうのが、ち

ょっと難しさがあるのかなと思います。多分、これは世代とか時代もあると思うんですけど。私が小学生の時代だった今から

30 年前ですけど、思い返してみると、学校の中にちょっと障害を持ったような子は特別支援学級にいて、外国から来られた子

は国際学級というような所にいて、一緒に会う時間って、給食の時間と長い休憩の時間ですね。遊ぶ時間。あと、それが終わっ

たら自分のクラスに帰っていくみたいな感じで、同じ授業の中で、確かにそういった子はあまりいなかったなと思っていました。

多分、今ではちょっと違うのかもしれませんけど。名古屋市では今、教育現場にもたくさんの子どもたちも、先ほどのデータを

見ると若い世代の子たちもいると思うんですけど、何か市としてなのか、各学校としてなのか分かりませんけど、教育現場で多

様性に触れる機会とか、何か働きかけっていうようなものはあるんですか。 

 

山田 外国にルーツを持つお子さんはいらっしゃいますので、そういった子たちを、支援する方が必要な学校には付いていたり

します。あと最近、グローバルエデュケーションセンターというのが東区のほうにできまして、そこでは外国語を通じた教育み

たいなこともやっているのでまた、そこからいろいろ、そういった他の多文化のイベントとかでき上がるといいなとは思ってお

ります。 

 

土井 外国の子どもたちを支援する方々がいらっしゃる？ 

 

山田 そうですね。 

 

土井 学校の中に？ 

 

山田 そうですね。子どもたちもそうですし、そのお母さま。保護者の方ですね。お父さま、お母さま。保護者の方もサポート

するような方もいらっしゃいます。 

 

土井 それは市内の全部の学校に、そういった方がいらっしゃるんですか。 

 

山田 それが全部はちょっと、なかなか配置できないみたいで、限られてはいるんですけれども。 

 

土井 ありがとうございます。教育現場の、特に学校の中で、子どもたちが自然と出会う機会がもっと増えるっていうのが一つ

ありましたけど、他はいかがでしょうか。5年後、2023 に向けて、名古屋市がこんなふうになるためにはっていうところ。 

 

山田 きょうのルネさんの講演を聞かせていただいてて、最後のところに、ポスターの所に書いてあったんですけども、せっか
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く同じ空の下で生きるなら、ないものを補い合い、あるものを振る舞い合い、楽しく共に生きていきたいっていうお言葉があっ

て、5年後、こうなっていたらいいなと思いながら、僕は伺っておりました。 

 

土井 星野さん、さっきの、最後のポスターに込められたメッセージみたいなのがありましたね。 

 

星野 そこに行くために大切なものが、自分と違う世界の人と生きていくときに 2パターンぐらい多分あって、1個はさっき言

ったように、その人たちと一緒に交流することによって得られる価値みたいな。海外旅行とか行って、新しいものを見たり、海

外旅行行くような気分で、町に住んでる海外から来た人の家に遊びにいくぐらいの。最初から家に行くのは無理なんだけど、催

し物とかイベントとかを、そういうのに普段、あんま興味ない人の目に届くように。これ、行ってみたいと思えるようなものが

目に届くところにまずあって、普段、全く興味なかった人が行ってみようかなって思える。なんか仕掛けが 1個あって、行って

みて、そこで変わっていくというのが 1個、すごいいいなと思ってて。 

あとは、あるものを分けて、ないものを補うっていう自分とは関係ない人も助けれるのが、心じゃない部分でいうと僕ら、保険

って払ってるじゃないですか。保険ってけがしたり、事故した人は保険金、お金は下りてくるけど、事故や病気しない人は、た

だ払ったまま終わるじゃないですか。なんで保険を払うのかっていうと、いつか自分がそうなったときはって思う。 

 保険で僕は今、お金を払ってるんですけど、お金の代わりに関心や優しさを払うという考え方。だから、自分が今、自分と関

係ない人に関心を持ったり、興味を持ったり、優しくすることが、もし自分の家族が病気になったり、障害者になったり。自分

の身内が外国人と結婚する可能性もあるんだから、自分が人に優しくしておけば、自分だってその立場になったら優しくしても

らえるじゃんっていう、保険みたいなシステムとして考え方とかっていうような考え方。好奇心を刺激する方法もあるし、もう

1個、システムとして情けは人の為ならずじゃないけど、自分にも返ってくるよみたいなっていう意味で、興味ないじゃなくて、

いつか俺にも来るかもしれないし、やっとこうかみたいなっていう方法も、もしかしたらあるかもしれない。 

 

土井 とてもすてきな考え方ですね。何かいいことをされたときに、これってもしかしたら自分がいつかしたことが、今自分の

ところに返ってきているのかもしれないと思うと・・・。 

 

星野 日本って結構、そういう国ですしね。『日本昔ばなし』って見てると全然、関係ないお地蔵さんにお供えしたりとか、ク

モを助けたら地獄の糸たらしてくれて、上れたりとか。結構、日本の伝統的な考え方でも、そういう感覚ってあるので、誰かに

いいことしとくと自分に返ってくるんだよっていうのをもっと広げて、新しいお話を作るのもいいかもしれない。ストーリーを

新しく。 

 

土井 子どものとき、夏休みにずっと『日本昔ばなし』見ていたなって思いだしました。ちょっと年が近いので、同じぐらいの

ときに見てたのかなと思うんですけど。確かにそういうものって結構、実は教育の中にというか、生活の中にもあったのかもし

れませんね。ありがとうございます。金さん、いかがですか。こういったところ、もうちょっと名古屋で良くなるといいんじゃ

ないかと思う点は。 

 

金 イベントとか、たくさん催し事もされているし、行政に関わってらっしゃる方とか、すごく頑張ってくださってるし。NPO

とか皆さん含めてですね。ただ、そういう行事的なものをずっとやっていくということでは、本当に届けられるかたがたの数が、
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とても少ないんだろうなと思うんです。きょうも、これだけたくさんの方、お越しいただいてるんですけれども。でも、きっと

名古屋市全体からすると、本当に一部であったり。あるいは、こういうことに関心がおありの方が比較的、きょうは割と知らな

い顔ぶれの顔も多いみたいなんですけれども、そこをどうやって広げていくかということを考えたときに、これから基本的には、

どんどん少子化の傾向というのも強まっていく中で、例えば自治会であったりとか子ども会みたいなものとか。 

 多分、昔から日本にずっとあるシステムっていうのがあると思うんですけれども、その中にもっと、多文化共生っていう言葉

を出す必要はないかもしれなくても、そのマインドみたいなものっていうのをあってもいいのかなとか。私なんかも子どもを通

して、いろんな地域活動とかが増えてくる中で、結婚しただけでは、子どもがいないことには全く分からなかったわとか。子ど

もが小学校に入ったから、学区ではこういうことがあるんだなとかっていうことを初めて知ったことが、すごくたくさんあって。 

 多分、自分が子ども時代から暮らしている町のことはよく分かっても、一人暮らしを始めて、社会人とか学生とかから住み始

めた町のことって、実は知っているようで自分の生活の範囲のことしか知らなかったりして、あらゆる世代の人たちと関わるこ

とを通さないと、知れない町っていうのが多分、あるんだと思うんです。なので、もっとどこかに、セミナーやります。イベン

トやりますっていって、何か人をそこに来てもらうっていうよりも今、たくさんある、それぞれの地域のネットワークみたいな

ものの中にエキスを伝えていくというか、そういう各地域。名古屋っていうのも一つの地域ですけど、一つの学区みたいな。そ

ういう小さい所で、そこにいる人たちが、自分たちで何かをやってもらえるような、何かそういうふうな仕組みができるといい

のかなって思うんですけど。 

 

土井 なるほど。ちょっと難しいですね。ただ、具体的に後で、もう少し考えてみたいですね。一体、具体的にどういったとこ

ろに一人一人が関われるのかっていったところは、もうちょっと考えてみたいと思います。ありがとうございます。ルネさんに

とっては、いきなり名古屋がどうなればいいですかって言われても、ちょっと困るとは思うんですけど。名古屋だけじゃなくて

もいいんですが今、お住まいの町でも結構ですし、ちょっと日本社会全体って広げると広いと思うんですが今、こういうご自身

の経験の中で、こういった点がもうちょっとよくなるといいな。先ほど、ちょっと具体例出しましたよね。会ったとき、日本語

お上手ですねとか、お箸持てるんですかみたいなこと言われることが。 

 

星野 その辺は多分、予備知識になってしまうので、それって前もって知ってないと分からないことで、さっきおっしゃられた

自治会とか子ども会とか。そういう所に、いろいろエッセンスを注入していくって、すごいいい意見だと思ってて。だから、幼

稚園の子が読む絵本だったりとか教科書だったりとか、クラブ活動とか。既にあるものの中に、そういうアクティビティーを入

れるって、本当にすごいいいと思う。本当にその意見は、すごい賛成できて。だから、今、すごい特別なことだと思ってること

が特別じゃなくなる。それが当たり前化するようなことが多分、必要になってくると思うんです。 

 国や地域が変わっても、子どもは多分、勉強しようがなくて。さっきおっしゃってたんですけど、各家庭とか大人とかが、そ

れを新しく興味を持ったり、学んだりするにはどうすればいいんだろうっていうところです。全く接点がない人に、さっきおっ

しゃってたんですけど、きょう来てる、関心がある人じゃなくて、関心のない人に届けるためにはどうするかっていうとこです

よね。そこ、本当にどうするかっていう。多分、各自治体だったり、その場所によってできることが変わってくるでしょうから。 

 

土井 今日、この場では、そこを具体的に決めて、こうしましょうっていう場ではないんですが。ただ、少なくとも、こういう

のはどうというようなアイデアレベルでも、せっかくなので考えてみたいと思うんですね。先ほど、リカルドさんからは教育現

場、学校の中でも、子ども自身はそうやって友達関係の中だったり、そこに関わる先生だったり、保護者の方だったり、もしく
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は地域の方だったりっていうのが、どういうふうに関わっていくと、より子どもたちの自然な多様性を学び合う環境っていうの

が、もうちょっとうまくいくのかっていうとこも聞いてみたいと思います。 

 それから山田さん、先ほどおっしゃったルネさんのメッセージに近付くような形をするためには具体的に、市の国際交流担当

としても、こういった啓発イベントっていう名前が付いていますけども。市民の方々が、そういう多様性に触れる機会をつくっ

ていくっていうのも、もちろん一つだと思うんですけど、他にどんな方法が考えられるかっていうのをを聞いてみたいと思いま

す。 

 それから金さんが今、おっしゃった、もうちょっと学校現場だけでなく、自治会、子ども会、地域のコミュニティーの中で、

そういう多様性に触れる機会っていうのを、大人としてどうやってつくっていくのかっていうことも聞いていきたいと思います

ので、それぞれにちょっとアイデアを出していただければと思うんですが。これはまた後で、質疑とかの時間もありますので、

皆さんからもしアイデアがあれば、後でぜひ伺いたいと思うんですが、まずはちょっとパネラーの皆さんに伺いたいと思います。

最初に、リカルドさんの教育現場の多様性ですね。こういったものをどういうふうにしていくといいかっていうのをちょっとま

た、リカルドさんもそうですし、他の方にも聞いてみたいと思いますが、なんかリカルドさん、アイデアありますか。 

 

リカルド さっき言ったみたいに、子どもたちとか学生自身は多分、頑張れば、いろんな形で関わることができると思うんです。

そこに保護者の方をどう関わらせるかっていうのが、課題だと思うんです。自分、12 歳下に弟がいるんですけど、母親が弟が

保育園の頃から今、ちょうど高校 1年生なんですけど、高校生までずっと PTA に参加してるんです。PTA に参加し出したときに

母親が自分に言ったのは、「あんたの頃も PTA に入っいてれば、もうちょっと学校のこととか。学校の、そもそもシステムとか

子どもたちとか、先生たちのこと、よく分かったのにな。もったいないことしたな」って。内心、今さらだよ、母さんっていう

ふうに思いながら、聞いてたんですけど。 

 母親、そういうふうに関わって、初めて分かるようなことがすごくたくさんあったって言って、そのおかげで弟の受験であっ

たりとか。一時期、ちょっとあんまり学校で友達とうまくいってなかったときとかも、だいぶ助かったなっていうのがありまし

たし。あともう 1個、さっき自治体の話をしてて思いだしたのが今、住んでる所じゃなくて前、住んでたアパートの自治会が回

ってきたときが 1回、あったんです。ちょうど自分たちが引っ越して、2年か 3年後ぐらいに回ってきたときに、アパートの人

たちが「あなたたち、外国人だから大丈夫。難しいでしょう。やらなくていいから」って言って、飛ばしてくれたんです。 

 でも、10 年以上住んでたのでまた 1 回、回ってきて、戻ってきたんですよ。さすがに次は、その言い訳は通用しないなって

いうふうに自分たちも思いましたし、多分、自治会の人たちも思って、そこは普通に今年、お願いしますって渡されて、やった

んですけど。結局、どうしても外国人だから難しいからいいでしょうっていうふうに言って、案外やらしたらできるようなこと

をやってもらわずとか、関わらせないような形になってしまう部分が多いのかなと思って。それこそ学校の PTA とか自治体、町

内会とか子ども会とか、団地とかアパートの町内会もそうですけど、そういったことに。 

 確かに、中には日本語が不自由だから、なかなか難しいっていう外国人の方もいると思うんですけど、何かしらの形で関わっ

てもらうような感じで、周りも後押ししてみていいのかな。母親が PTA 入ったときに「PTA だから、ややこしい書類触ったりと

か、変な会合に出たりとかしないといけないんじゃない？」って言ったら案外、そうでもなくて。せいぜい学校の行事の運動会

とか文化祭とか、そういうので写真を撮ったりとかする程度みたいな。すごい簡単な仕事だったっていうふうに母親もびっくり

してて、あんまおどおどせずに、最初からやってればよかったっていうふうになったんですよ。 

 

土井 ブラジルには、PTA っていうのはあるんですか。 
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リカルド ないです。 

 

土井 ないんですか。お母さん、急に日本に来て、かなりハードルが高かったんじゃないですか。 

 

リカルド 多分、僕が子どもの頃は結構、それがハードだったのかなと思いますけど。 

 

土井 弟さんのときには、ちょっとチャレンジしてみようかと。 

 

リカルド 周りの方も結構、同じ保育園から小学校に上がってとか、小学校から中学校に上がってて、同じような付き合いのマ

マさんたちがいたので、その人たちがやってみたらみたいな感じで、ちょっと引っ張ってくれたので、そういうのもだいぶ助け

になったのかなって。きっかけになったのかなっていうふうに。 

 

土井 周りのママ友なのか、保護者間の中で、そういう声掛けもあってということだったんですね。ルネさん、お母さんは学校

との関わりっていうのはされていたんですか。 

 

星野 小学校の子が通学するときに旗、持ってるやつあるじゃないですか。あれ、僕のお母さんやったんですけど、子どもが気

になり過ぎて、余計危ないっていうことが、ちょっとあって。 

 

土井 青信号になっても渡らない。 

 

星野 渡んない。ずっと黄色信号のままみたいになっちゃって。目立ちすぎるっていうのも、ちょっとあるんですけど。多分、

さっき本当におっしゃったように、ちょっと外国の方だから難しいだろうからいいわよっていうの、それもいいときもあるんで

す。本当にお母さん、日本語、読み書き、全くできないので助かることもあるんです、それが。だから、外国人扱いが助かる人

もいるし、助からない人もいるんです。かなりできる人にとっては、別にそんな外国人のゼッケンは要らないよ。 

 ゼッケンって、田舎の方言かな。大丈夫ですか。たまに分かんなくなるんですけど。そういうのが人によって、また変わって

くるんですよね。多分、日本の一般の家庭の人も、どっちか分かんないですからね。だから、それは参加できる人は、できる意

思も表示はしたほうがいいかもしれないです。この人はやって、この人はやらないとかって、日本の人で判断しちゃうと、なん

であの人はやらないってなっちゃうから、できる人はちょっとずつチャレンジ。来る側もチャレンジする必要はあると思う。私

はもうできますって、やった人にはその代わり、来たからには教えようみたいなとか、そういうのも多分、必要だと。 

 

土井 金さん、どうですか。お子さんの学校で、そういった方もいらっしゃるっておっしゃってましたけど。 

 

金 今、思ったのが実は私、去年、子ども会の役員をやって、今年、子ども会、ちょっと休会してるんです。あまりにも大変す

ぎて、すごい大変だったんですね。それは、やる私の性格。引き受けたから完璧にやらなきゃみたいに多分、やっちゃうほうで、

必要以上の仕事を自分が勝手に背負い込んだのかもしれないんですけれども。何となく、長くずっと続けてきたものを同じよう
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な形で、ずっとやり続けなければならないプレッシャーをママが感じるのって、すごいあるんです。それは感じない人はいるか

もしれないけれども。 

 そういうふうな意識が強い人たちが、そういう組織を主に担っていると、外国の人たちで日本語ができなかったら無理よねっ

てなっちゃうかもしれないし。その担ってる人でも、本当だったら「私、無理なの。ちょっと誰か助けて」って本当は言いたい

んだけど、言えない日本人のママもたくさんいるっていうのをすごく感じるんです。自分たちの働くスタイルとか、いろんな子

育てのスタイルが変わってきている中で、私たち日本人でもこんなにしんどい毎日、頑張って送ってるのに、なんで外国人だか

らって優遇されるの、逆差別じゃん的な発想とかになって、変な差別意識というか、偏見意識みたいなものをむやみに生んでし

まうっていうこともあるのかもしれない。 

 だから、いろんなものを受け入れたりとかするためには多分、自分を大事にして、自分に多少の余裕があるみたいな。そうい

う社会の度量みたいなものっていうのが必要だと思うので、自分がいっぱいいっぱいのときに外国人、受け入れなさい。もっと

いっぱい使いなさいみたいなことを言われても多分、しんどいんですよね。だけど、多文化共生っていうのが何となく今、国際

交流課さんでやっています。多文化共生推進室でやっています。いろんな行政の施策がある中で、柱の 1本みたいになりがちな

んだけれども、多文化共生みたいなことって本来、あらゆる行政施策の根底に、ずっと下敷きのようにあっていいはずのものな

ので、そこの意識変化みたいなものを、この人たちだけになんかやってあげなきゃいけないとかじゃなくて、自分たちの多様性

も、ライフスタイルが変わってきた多様性も認めてもらう。もらうというか、認め合うみたいなことがないと、ちょっとしんど

いのかもしれないので、対外国人とか対マイノリティーみたいなんじゃなくて、そこに自分も当事者意識を持つみたいなことが、

それがあると少し変わりますでしょうか。 

 

土井 なるほどね。今、外国人の保護者の方だったら、PTA 活動なりに参加しようと思ったときに最初、言葉の問題とか。そも

そも PTA って何っていうところからハードルがある中で、外国人の方には難しいんじゃないって思う配慮もあれば、実は結構、

声掛けてもらったら、中には言葉を使わなくても運動会で写真撮るとか、やれることがあって。そこからまた、さらに少しずつ

入っていくっていう意味では、ちょっと声掛けたほうがいいのかなって思うこともあるけど、それをこちらが思って決めるんじ

ゃなくて、ちょっと本人に聞いてみると。 

 

金 お互い、できる範囲でやりましょうみたいなことの融通が利くと、もっといい。 

 

星野 こういう話しするとき、移民政策。インタビューとかで「星野さん、移民政策、日本人はどうすべきですか」ってよく聞

かれるんです。僕、いつも言うのが、半歩ずつ譲りましょうってあるじゃないですか。日本人も半歩、あれしてあげて、入って

くる人も半歩、こうして、お互いが多分、やらなきゃ。どっちかが全部、面倒見て、任しておいて私たち、おもてなしみたいな

感じで全部、やってあげるわよじゃなくて、ホームパーティー。いいパーティーって、来るほうも行くほうもお互いに、来るほ

うだけがめちゃくちゃもてなしてるパーティー、あんまりよくないと思うので。これがパーティーだとしたら、お互いでお互い

を盛り上げるようなほうがいいのかな。 

 

土井 誰かが料理作って、待ってる所に行くんじゃなくて、そこで 1品、持ち寄って。 

 

星野 自分で 1品持ってきて、そう。分かってますね。そういうことです。 
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土井 でも、それが外国人だけじゃなくて、先ほど金さんがおっしゃったような、例えば共働きで働いて、忙しい方。もしくは、

まだ小さなお子さんがいて、そちらを面倒見るのに時間かかる方。いろんな形があるので、人によってできること、できないこ

とを探していくというようなところで。 

 

星野 自己責任でお互いやり合うよりも、持ちつ持たれつのほうが多分、楽なはずなんです。だから、日本は甘えづらい社会っ

て、よくいわれるんです。甘えられないみたいな。もっといい意味で、日本人同士でもそうだけど、お互い、ちゃんと甘えると

ころは甘えあえるような空気も大事かなと。空気みたいなのが。 

 

土井 ありがとうございます。今、ふっと聞きながら思いだしたのが、東京のほうなんですけど。まさに僕の友達がもう今は、

子どもさんが小学校を卒業しちゃったんですけど、入ったとき、一番難しかったのが PTA の活動で。何かしなきゃいけないとは

思いつつ、ワーキングマザーだったので、できることを探す中の一つに、いつもお知らせが紙でいっぱいくる。これを外国のお

母さんたちに誰か翻訳できる人いませんかみたいに連絡がくるんだけども、それを LINE という SNS に変えたらしいんです。送

られてきたことをコピーして、Google 翻訳とかに貼り付けたら、正確ではないけど何となく分かる。 

 学校行事に参加するかしないかぐらいだったら、また翻訳して返せば、それぐらいはだれでも簡単にできるっていうのをやっ

たら、すごく喜ばれたそうで。こういう、ちょっとしたツールを使って、昔は、そんなことできなかったっていうのもあるとは

思うんですけど、今ならできることを探していくっていうのもあるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。特

に教育現場っていうのは、そういったところを少しずつ変えていくっていうのは、これからいろんな形で出てくると思うんです

が、一方でさっき金さんがおっしゃった、いわゆる自治会とか町内会、地域コミュニティー。そちらのほうは、どうですか。ご

自身、こんなふうになればいいのになっていうのもあると思いますし、また他の方からもちょっとアイデアをいただきたいと思

うんですけど。 

 

金 私もちょっと今、休戦中なので分かんないんですけど、自治会って本当に定年退職された方がボランティアでやってくださ

っているみたいな感じで、すごくありがたいことだし、その地域を長く知ってくださっている方がやってくださっていて、それ

で、いろんな伝統みたいなものもでき上がっていくんだと思うんですけど、そのかたがたが歩んでこられた人生と今の若い人た

ちが今、経験してることって違うことも多かったりするので、もう少し世代をミックスして、地域に関われるような仕組みがあ

るといいのかなとか。その世代だけじゃなくて、海外ルーツの方いらっしゃれば、そういう方にも入ってほしいなと、私は個人

的に思うんですけど。 

 言葉の問題がもしあったときに気軽に使えるような、通訳で張り付いて、ずっとするとかっていうんしゃなくても、そのとき

だけ、ちょっと電話で通訳するとか。例えばね。いろんな、ちょっとのサポートで関われるっていうような仕組みができるとい

いんだと思いますし。私なんか医療通訳から今、多文化共生っぽいところに出たり入ったりしてる感じなんですけれども、さっ

きルネさんの一番最初の講演の中でも、言葉ができることで、最初の恐怖が「日本語できるやん」っていうふうになるっていう。

その言葉っていうものの大切さっていうのが一方でありながら、自分が医療に関わっていて思うのは、どれだけ日本語が上手に

なった方でも、本当に体調不良とか重い病気になったりとかっていうときには、母語しか出てこないっていうことがたくさんあ

るんです。 

 そういうときのために通訳っていうのは、もっと整備をされていく必要があると思うし、ずっと張り付いてるとか、すごいハ
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イレベルな通訳者がすごい必要だっていうことよりも、何かがあったときに頼れるものがあるっていうぐらいのソーシャルサポ

ートとしての通訳機能。多言語サービスっていうのが柔軟に通訳を入れるところと、優しい日本語でやるところと、LINE もコ

ピー。そういったものをいろいろ使い回せるようなツール。その必要としている方が、どのツールを選ぶのかっていうのを選べ

るような、そういうチョイスがたくさんあるっていうことが、その人たちも主体的にやってるっていう意識が自信にもつながっ

ていくのかなって思います。 

 

土井 ありがとうございます。ルネさん、先ほどお話しになった、確かに日本人を外国人見たときに、英語バズーカを構えられ

るのか、法被というか着物を着た外国人として見られるのかって、だいぶ印象が違うっていうのはあると思うんですけど。先ほ

ど、学校現場ではお母さんが、PTA にどう関わるかっていう中でありましたけど、地域との関わりっていうのは、ご家族の方々

って何かありました？ 

 

星野 地域の関わりだと自分、姫路出身なんですけど、すごいお祭りが多いんです。こちらはどれぐらいか分かんないですけど、

おみこしとかを担いだり、なんかお店が出てみたいな。普段ってこれ、正直な話、外国人どうこう、うんぬんの前に日本人同士

も最近、そんな近所の人とかとしゃべらないですよね、どっちかというと。僕、今、東京の国立っていう所に住んでるんですけ

ど、近隣の人とあんま話したこと、そんなないし。他の人たち同士もしゃべらないんですけど、唯一、みんなが 1年で何日かし

ゃべる日が、全員がめっちゃ仲良く、町中が。それが雪が積もった日なんです。めっちゃ、しゃべるんです。雪積もるとみんな、

出てくるんです、家から。全員、顔合わすじゃないですか。 

 

土井 国立では、ちょっと珍しいですね。 

 

星野 そうなんです。今年は降らなかった。去年、降らなかった。その一昨年とかその前は降ったので普段、しゃべんない人が

みんな、道でしゃべってるんですよ。だから、こんなこと無理だけど、名古屋市全域に雪を降らせるわけにはいかないので。そ

ういうわけにはいかないので、みんなが集まってしゃべる口実。口実ですよね、本当に。口実がたまたま、国立では雪だったけ

ど、お祭りなんか姫路だったときは、お母さんとかも参加するので、地域の人とかとおにぎり、みんなで作ったり、おだんご作

ったりなんかしてっていうお祭り。名古屋、お住まいの方。お祭りって結構、あっちこっちあるものなんですか、名古屋も。 

 

山田 盆踊りから、いろいろあります。夏祭りも。地域によっていろいろ、昔からの伝統的なお祭りとか。 

 

星野 多分、お子さんをお持ちなので、僕とは全く違う視点が出てきたんですけど、僕が記憶してる地域の人との交流で、一番

効率が良かったのがお祭り。しかも、楽しい雰囲気なんです。お祭りってどんどこ、太鼓たたいたり。僕らなんかアフリカ人な

ので、お母さんに太鼓たたかしたら、日本とは違うメロディーに。えいやよいやさが、どんどこどんどこって変わったりとかも

ありそうな感じもあって。日本の催しやお祭りの中で新しく入ってきた人が、日本の人ってこういうのが好きなんだとかってい

うのを学びつつ、どこかポイントポイントでその国のものも出したりして、この国ではこんなのやってるんだみたいな。僕が地

域のことで分かるのはちょっと正直、まだ結婚とかもしてないので分からないので、自分の記憶としてはそういうのですかね。 

 

土井 ありがとうございます。リカルドさんもさっきお母さんが、PTA に関しては、周りのママ友とかと声掛け合いながら、ち
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ょっとやってみたらっていう中で。最初、リカルドさんのときには難しかったけど、弟さんのときにはそこから入っていって、

やってみて良かったっていうようなことがありましたけど、地域のそういった関わりというのもあるんですか。 

 

リカルド さっき言ったみたいに団地の自治会を 1回、やったんですけど。そのときは、さすがに母親じゃなくて、僕がメイン

でやったんですけど。僕の場合、口実というよりかはやらないとやばいなっていう状態で。住んでたアパートというか団地が、

本当にあれは半分か、下手したらそれ以上が定年を迎えた方、高齢者の方がほとんどで。中には、介護が必要な方とかいろいろ

あって、本当に参加できる人が逆に少ない。さらに歯止めが掛からなくしたのが結局、若い人たちって町内会とか自治体にちょ

っと嫌悪感があるっていうわけじゃないけど、そんな古くさいものとかって思っちゃうんです、どうしても。それで参加しない

とか。 

 それこそ本当に共働きの家庭で、夫婦で仕事ばっかで時間がないっていう家庭とかもあったので、やるしかないよねっていう

感じでやったんですけど。ある意味、さっきちらっと少子高齢化の話も出ましたけど、そういうふうにどこかで、もっと関わん

ないといけなくなっちゃうポイントが出てきちゃうんですよ、どうしても。やっぱり、やる人がいない。別に町内会があったか

らすごい助かったとか、自治会があったからすごい助かったっていう思いはないですけど、逆にそういうのがなければ、それこ

そごみ出しの当番とか回覧板で情報回したりとか。もしくは、地域のお祭りとかも結構、そういう自治会こそが、町内会が率先

してやることなので、そういうのがなかったら機能しなくなっちゃって、地域の文化であったりとか習慣が、どんどん廃れてし

まうんじゃないかっていうふうに思うところがあるんです。 

 だから、確かにどうしても今のご時世、人と関わるのがすごい面倒くさいって思う人がとても多くなってきたような気がする

んですけど、そこで関わるっていうのはとても大切かなって。もちろん、それこそ外国人だろうが、外国人じゃなかろうがです

けども。そういう関わりをいちいち遠い所に行って、誰かと関わるよりかは、あいさつはそんなにしないけど、まだ顔は一応、

2軒隣の奥さんだとかって、せめて顔は知ってるような人たちぐらいのレベルだったら、もうちょっと関わりやすいとは思うん

です。そういうとこが必要なのかなっていうふうに思いますし。あと、参加して結構、面白いっていうのもあったりとか。おじ

いさん、おばあさんたちが毎朝、こんな朝早くごみ出しを、今まで見てくれたんだな。ありがとうございますって思いにもなり

ましたし。 

 

土井 結構、そのイメージがあるんですよね。世代によって、地域によっても変わると思うんですけど。「えーっ、自治会」っ

ていうような方がいらっしゃる中で。でも、実際やってみたら、いいねと思うようなところもまたあるというとこで、そのハー

ドルを超えていくっていうのはとても必要なことかなと思いました。もちろん自治会なので、任意参加なので、必ずみんながや

らなきゃいけないっていうわけでもないと思うんですけども、やってみると意外とそういうつながりができて、いいなと思うこ

ともあれば、自分の仕事とか子育ての状況においては、ちょっと今はやれないなっていう思いもあるという、そういうことです

ね。ありがとうございます。 

 もう一つ、最後に山田さんが先ほどおっしゃったところ。名古屋市が、本当にルネさんが描かれたようなイメージと、メッセ

ージを受け取るような街になればいいなっていう中に、先ほど金さんのちょっとご発言の中には、そうはいっても今、国際交流

課という担当の中で多文化共生というお仕事をされていらっしゃるからこそ、こういったとこにまさに自分の中で入っていくわ

けですけど、市役所っていろんなお仕事があるわけですから、いろんなお仕事の中で、全てがこればっかりやるわけにはいかな

いわけで。ただ、そうはいっても多文化共生って、別に多文化共生の担当の人だけがやることでもないので、いかに市役所の方々、

皆さんに少しずつでも、こういったことを理解いただいたりする、関わりを持っていただいたりっていうためには一体、どうし
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たらいいんだろうかということ。いろいろされていることもあると思うんですけど、何かお考えがあれば最後に教えていただき

たいと思います。 

山田 名古屋市では全庁的な対応をしないと、なかなか進まないということがありまして、国際化推進会議というのを設けまし

て、その中でもいろいろ多文化共生について、全庁的に連携しながら取り組んでいきましょうという姿勢でやっております。中

でも特にわれわれ、国際交流課の中はその旗振り役といいますかリーダーシップを取って、やっていく部署ということなんです

けれども。一緒にやっていただくということで、ここが今、国際センターのアネックスホールという所なんですけれども、お隣

に高い高層ビルがありまして、あちらのほうに国際センターという所がありまして。3階には、相談窓口がありまして、そこが

多文化共生総合ワンストップセンターという所になっております。 

 名古屋で困っていらっしゃる外国人の方、見かけましたら国際センターの 3階に行くと相談にのってくれるよということを皆

さま、ぜひお伝えいだたけるとありがたいと思っています。そこでは、いろいろなお困り事をお聞きして、その解決に向けて、

どこにつないだらいいかとか、あるいはそこで、今まで蓄積したノウハウでお答えできることはお答えして、その場で解決した

りとか、あるいは、行政相談、法律相談とか、外国人の方が日本にいらして、いろいろと悩まれて、ちょっと心の相談がしたい

なっていうような、そういったこともやっておりますので、困っていらっしゃるような外国人の方がご近所にいらっしゃいまし

たら、ぜひ国際センターのことをお伝えいただければと思っております。また、3階にはライブラリーがございまして、そこに

は外国の絵本とかいろいろありまして、お子さまにとか外国に触れあっていただける、とてもすてきな場所もありますので、ぜ

ひそういった所もご利用いただけたらと思ってます。また、センターのほうでは多文化共生のいろんな事業をやっておりますの

で、ぜひ皆さん、ホームページのほうをチェックしていただいて、ご参加いただけるご都合の良い日にちがありましたら、ご参

加いただけるとありがたいと思っております。 
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４．ディスカッション 

 

 

土井 ありがとうございます。実は、そうやってお聞きしてみるとなかなか日頃、外国人の方と接点がなくても、ちょっと自分

が 1歩足を伸ばせば、そういうとこに関わる場所が、この国際センターさんだったりとか、いろんな所にあるんだっていうこと

ですね。ありがとうございます。この後は、今、パネリスト間でいろいろお話を聞いていただきましたが、せっかくなので今日、

ご参加の皆さんからも、いろいろご質問とかご意見。あとは、ご感想を伝えていただく時間を取りたいと思います。 

 とはいえ、大体、こういった場で誰か手挙げてくださいって言ったら、しーんとするっていうことがよくあるので、5分ほど、

登壇者の方もずっとしゃべりっ放しなので、ひと息ついていだたくためにも参加者の皆さまで、お隣の方でも結構ですし、お隣

がいらっしゃらなかったら、後ろ振り返ってでも結構です。お近くの 2、3 人で、今日 1 日、ルネさんの講演であったり、パネ

リストのお話なんかを聞いて、感想であったり、ご意見だったり、ちょっとこの辺はよく分かんないってご質問もあると思いま

すけども。 

 フロアの皆さんからちょっと声を聞く前に、近くの方と感想を述べあったりとかしていただきたいと思います。5分少々、時

間を取りますので、どうぞせっかくですので、お近くの方とちょっと簡単に自己紹介でもしながら、今日の聞いた感想やご質問

なんかを少しお話をいただく時間を取りますので、またその後でご質問いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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５.質疑応答 

 

 

土井 皆さん、ありがとうございます。熱心にいろいろとお話をしていただいておりますので、フロアとパネリストのやりとり

へとつなげていきたいと思います。こういうふうにせっかくイベントに参加してくださったので、ずっと聞いて、黙って帰って

いただくよりかは、こうやってちょっとお顔を見て、お話をしていただけて良かったなと思っております。これからは、終了の

時間近くまで、せっかくですので皆さんからご質問でも結構ですし、単純にご感想でも結構です。自由にいただきたいと思いま

す。軽く挙手をしていただけると、そちらの方の所にマイクをお持ちしますので、ご発言をいただけたらと思っております。よ

ろしいでしょうか。どなたからでも結構ですので、では、お願いいたします。 

 

ウエダ 名古屋市消防局のウエダと申します。楽しいお話ありがとうございました。リカルドさん、ブラジルっていうことだっ

たんですけど、名古屋市の消防局の職員にも私の同期なんですけど、ブラジルの方が今おりまして、すごく親近感が湧いて。同

じような明るい感じで、すごく楽しいお話で今日は良かったなと思います。ルネさんの話にあった雪が降ると集まってこられる

ってことだったんですけど、珍しいものということで名古屋市でも今、災害が少なくて、どうしても市民の災害意識が下がって

るっていわれてるんですけど。外国の方、名古屋に住まれてて、地震も大きな災害もまだ経験されてないと思うんですけども、

そういったコミュニティーの中とかで地震ですとか。昨日、ありました佐賀の大雨とかですかね。そういった話で、どういった

話題が出るのかなっていうのですとか、その認識ですとか不安とかっていうのは、そういった話に出たりとか認識の部分を聞い

てみたいなと思ったんですけど、よろしいでしょうか。 

 

土井 ありがとうございます。リカルドさん、ご自身の経験の中で、ブラジル人コミュニティ。もしくは、それに限らなくても
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結構なんですけど、災害とか地震とかそういったことが、何かお話に出たりするのか。出るとしたら、どういう話になっている

のか、教えていただけますか。 

 

リカルド ブラジルなんかは、本当に自然災害がほぼない国なんです。最近、ニュースで山火事うんぬんかんぬんの情報出てま

すけど、そういった山火事とか干ばつとかを抜くと、地震も台風も、それこそ津波も全くない国なので、本当に大地が揺れるっ

ていう体験をしたことない方がすごく多いんです。初めて体験すると、すごくパニックになる。すごく驚くという人がとても多

いんですけども、初めて体験する前に体験談を聞くとか。それこそそういう、例えば前の東日本大震災のときに実際、そこにい

て、揺れを体験したわけじゃないけど、そこに行ってボランティア活動した人なんかは、それがどれほど悲惨なことで、大変な

ことなのか、危ないことなのかって理解に進みますし。そういうふうに何かしら伝えてかないと、なかなか本人だけに任せても

想像するしかないんですよ、分かんない人は。 

 だから、それこそ名古屋市さんなんかは港区に防災センターがあって、自分も行ったことがあるんですけど、あそこ、すごい

いい体験になりますし。名古屋の場合は、伊勢湾台風もあって、そこら辺の情報とか体験もできて、そういうのを実際、直に体

験するのとは少し違うんですけど、疑似的にといいましょうか、人づてにといいましょうか。資料とかからでもそうなんですけ

ど、何かしらの形で知る機会がとても必要かなと思ってまして。まだ子どもとかだったら、学校で防災訓練とか。それこそ社会

科見学で、そういう消防署に行って、話を聞くとかっていう体験はできますけど、大人になってしまうと仕事とか家庭があって、

なかなかそういう機会がないので。 

 それこそ外国人がたくさんいるような団地とか地域の公園とかを使って、防災訓練をして、できるだけ呼びかけて参加しても

らうとか。呼びかけで参加してもらうにつながらなくても、例えば団地の前に大きい広場があって、公園があって、そこで防災

訓練をしていれば、それを見た方。多分、それは外国人でも日本人でも問わず、ちょっと興味は引くと思うんですね。興味が湧

いて、見にいってみようかな。何だろう、あれっていうふうになるので、何かしらの形で、そういう情報とか物を見せることが

できれば、すごいいいのかなっていうふうに思います。 

 

土井 コミュニティの中で自然災害ということ、なかなか日本人同士でもないですけど、そういう災害のこととか。それこそ今、

ちょうど九州のほうで大雨がありますけども、ああいうのを見て大変だよね。もし名古屋で、そういうことが起きたらどうする

みたいな、そういう話題になるっていうことはあるんですか。 

 

リカルド 話題自体にはそれこそ、そういえばきょう、めちゃくちゃ名古屋降ってるけど、九州のほうでもっと降ってるらしい

よってぐらいのレベルになっちゃうので。どうしても、本人たちが体験しないことだと。ちょっと立場を逆にするとブラジル、

自然災害はないですけど人災は結構、ひどい国なので、ブラジルがいかに危険な所なのかをブラジル人がどんだけ頑張って説明

しても、日本人からしたらサンバですごい楽しそうな国じゃん。海に行けば、ビキニのお姉ちゃんがいっぱいいるじゃんとか。

サンバのリズムがすごいじゃんってしか分かんないんですよ。いくら説明しても、なかなか難しい。体験したりとか何かの形で、

目に見える形でやってあげたほうが、まだ心に残ったり、話題になったりするのかなっていうふうに。 

 

土井 そうですね。自分が体験しているっていうことがとても大事なので、その機会がもうちょっとつくれたらっていうとこで

いうと、逆にいうと名古屋市消防さんとしては、そういう外国人の方々、コミュニティなのか個人のところに、そういう防災の

体験とかを提供するような機会っていうのはあるんですか。 
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ウエダ 名古屋市消防局のほうでも、先ほどありました中区は外国人の方が多いですとか。区の特性がありますので、そういっ

た自主防災会だけでなく、町内会に入られてない方でも参加できるように声掛けを行ったりですとか。またチラシ、リーフレッ

トについても外国版を国際交流課さんに作っていただいて、配布するっていう事業を取り組んでおります。 

 

土井 ありがとうございます。どうぞ。 

 

金 すみません。個人的ってわけではないんですけれども私、実は 6月に名古屋市消防局の応急手当普及員を取りました。取ろ

うと思ったのは、実は応急手当の AED の講習とかを無料で、いろんな所に来てやってくださるっていうのがあるんですけれども、

外国人学校とかの人って言葉が通じないのでっていうことで一度、通訳としてお伺いしたことがあったんですけれども。実技を

伴うものとかって、本当に教える人間がその言語で教えられるっていうことがすごく重要だなっていうふうに。通訳の業務を否

定してしまうといけないんですけれども。でも、私、今、ここで通訳してるけれども、通訳じゃなくて私が教えられる、インス

トラクションできるようになれば、もっと教えれるんじゃないかみたいな、個人的に興味があったりとかして、それで手当普及

員を取りました。 

 今、愛知県立大学の多文化共生研究所という所で、医療通訳の集まりというか、医療通訳に関わる人間の医療通訳カフェって

いうのをやってるんですけれども。そういった所に集ってくださる、いろんな言語の通訳さんたちにも、そういう AED とかファ

ーストエイドに関する知識を持ってもらうことによって、何かがあったときに通訳としてだけではなくって、そういう一定の知

識を持った活動をしてもらえるようになるっていうことが大事なんじゃないかなと、個人的に思って。まだ、ちょっとそこら辺、

細かくは動けていないんですけれども、そういうようなことを一緒にこれから皆さんと考えていくので、そういうことに共感し

てくださるような、多言語ができるかたがたともつながっていければいいなというふうに思ってますので、またぜひよろしくお

願いします。 

 

土井 私も確実に把握はしてないんですけど、各地にお邪魔すると、自主防災会とか。あとは、消防団ですか。ああいった方の

中にも外国人の方、たくさん入ってらっしゃるので、そういった方々がむしろ、広めていただくっていうのも、外国人にとって

も言葉の壁もなくて、広まりやすいかもしれませんね。ありがとうございました。 

 

ウエダ ありがとうございました。 

 

土井 それでは他の方、いかがでしょうか、ご質問。前のほう、手が挙がったので、順番にいきましょうか。お三方、手が挙が

りましたので。 

 

イトウ 本日は、楽しいお話ありがとうございました。職員続きで、申し訳ありません。名古屋市財政局のイトウと申します。

きょうのお話の中でお互い、非常に理解し合うことで、よりよいというようなお話が非常に多かったと思うんですけれども、私

の仕事柄、税金の徴収をやっているんですけれども、何か場を設定して、目にとまった方に知っていただければいい。来ていた

だければいいでは、ちょっと済まない部分の話が、どうしても人間の生活にはあると思います。先ほどの防災もそうなんですけ

れども、税金の場合でいいますと、いつまでに納めるとか、いろいろな法律による定めがありまして。これは日本人でも外国人
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の方でも、法律を知らなくても駄目なものは駄目というのが決まっていますので、 

 最悪の場合、外国人の方で何もよく分からないまま、気が付いたら税金を滞納していたのである日、口座がゼロになっていた

ということもあり得るわけです。それは望むところではないので、何とかしてつかまえに行かないといけないと思うんです。待

っているのではなくて、つかまえに行って、これはこういう制度ですよっていうのを教えなければいけないっていうふうに思っ

ています。そうすると外国人のかたがたが、どういう場所で情報を得ていたりしているのかなっていうのを私は知りたいと思い

ます。なので、どういう場所に行くと外国人の方が比較的集まっていらっしゃるとか、そういう重要な情報を伝えやすいである

とか。 

 皆さまのほうが、確実に外国人のかたがたと交流がある方だと思うので、自分の周りの方はこういう所で情報を得ているとか。

こういうふうに集まっているというのをちょっと教えていただければ、そこにわれわれが行けば、きちんと話をすることができ

ると思いますので、場所であるとか方法を、何かヒントを教えていただけないかなっていうふうに思います。例でいうと、国民

健康保険の方とかは、大学生の留学生向けのオリエンテーションに行って、保険払わないと駄目ですよ。払うといいことがあり

ますよって話をしてるようなんですけど、学生しか通用しないので、何かアイデアがあればと思います。お願いします。 

 

土井 ありがとうございます。できるだけつかまえに行く前に、伝える場として来ていただけるのがいいかなと思うんですけど、

こういった所に来てくれると皆さん、そうだったんだって話が聞けるねっていうような、何かアイデアがありますか。 

 

リカルド 僕、いいでしょうか。そもそもの 1個、ちょっとごめんなさい。手前の話をさせてもらうと、さっき言ったみたいに

気付かないうちに滞納してしまって、口座がって話があると、申し訳ないんですけど、どうしても、特に市役所からくる書類っ

ていうのは、国民保険だろうが、そういったものもそうです。年金とかもそうなんですけども、どうしても内容が分かんないん

です。まず、日本語が分からないって部分があって、紙できても全く読めない。金額が書いてあるから、でも金額書いてあるだ

けでも、これって私、払わないといけないことなのか。それとも何か間違って払ったから、返してくれるのかな。どうしても思

っちゃうんですよ。 

 僕自身も日本で育ってる身なので、漢字の読み書きも全部できるんですけど、それでも役所からくる、そういう系の書類って

読めないです。難しいんですよ、使ってる意味合いが。だから結局、これって多分、払うものなんだけど、内容ってどういう内

容なんだろう。この金額は、何の金額で払うんだろうって、つくづく思っちゃうんです。日本人の方でも読めないっていう方、

理解ができないっていう方が多いと思うので。確かにそれを全部、その国別で翻訳して、送ってあげるのはなかなか手間で、お

金もかかるようなことですけど、必要であれば要約だけでも。そういうふうにして、理解してあげることができるようにすれば、

だいぶまし。 

 せめて、言い方がとても悪いんですけど、そういう要約で、その言語で送りました。あなた、こんだけ払わなきゃいけないで

すよ。相手が理解して、払いたくなかったら、あんたの自己責任でしょうって話になるんです。それで口座から引き落とされて

も文句言わないでねって言えるんですけど、そこすら分かんないっていう状態が、とても往々にして見られます。さっき言った

みたいに、どこにそういう情報を渡してあげれば理解が進むのかっていうと、ちょっとごめんなさい。他の国の方だとどうなっ

てしまうか僕、分かんないんですけど、ブラジル人の方はとてもフリーペーパーを読みます。ブラジル人向けの、ブラジル人は

結構、ラテンアメリカの国の方では多いんですけど。 

 そういう情報発信をしてるフリーペーパーであったり、フリーペーパーを使って、求人広告を出してるっていうのが、すごく

多いんです。そういったところに例えば、そういったフリーペーパーを発行してる企業さんとか団体さんと協力をして、何かそ
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ういう税金の関係の記事を書いてもらうとか。もしくは、そういう税金関係の説明会を今度しますみたいなことをしたときに、

そこに情報を載せてもらうと結構な比率で見てくれます。それこそ興味のある方は来てくれますし、見てくれますので、そうい

うフリーペーパーの記事とか結構、ブラジル人、読むので。せめて読んでて、そういうふうなんだ。こういう制度で、こういう

形なんだっていうのを理解の促進にも結構、進むのかなっていうふうには思います。 

 

土井 なるほどね。日本人でも市の広報だったりとかタウン情報誌みたいな、フリーペーパーって、いろいろ回ってきますよね。

それこそ回覧板と一緒にくることもある。そういった中の情報の一つに、そういったものが書いてあるっていうのはいいってい

うことですね。 

 

リカルド そうですね。 

 

土井 お知らせが難しいっていうのは確かにそうで、僕も日本語教室のボランティアをやってたときに、初めて会った外国人か

ら「これ、なんですか。教えてください」って言われた紙が督促状だったんですけど。お恥ずかしながら、僕も督促って何だろ

うって日本語、分からなかったんです、当時。大事なお知らせですって書いてあったら分かるかもしれないけど、そういった用

語なんかも、とても大事なのかもしれませんね。金さん、どうですか。どういう所で、外国人に情報って伝えられるかなってい

うとこですけど。 

 

金 まず税金を払ってもらうためにっていうことなんですけど一つ、それが何税なのか。国民健康保険料っていうのもあるかと

思うんですけれども通常、雇用されてる方っていうのは雇用主のほうで税金払うわけですから、まず誰が本来、支払うべき主体

なのかっていうところを考えなければいけない。だけれども、恐らく督促状がいったりとかするっていうことは、その人が直接、

払わなければいけないような状況になっているからだと思います。けれども、果たしてそれが正しい状況なのか。本来であれば、

雇用主がちゃんとやるべきことなのではないかっていうところをまず一度、点検する必要があるなっていうのは、医療通訳とし

て医療に関わっていて、国民健康保険料なんかの点で感じるところです。本来であれば、ちゃんと企業の社会保険に入れなけれ

ばいけないところ、入れてないから国保、無保険になっているというようなかたがたもいらっしゃいます。 

 

土井 働いてる本人からすると、なんで働いてるのに僕の所に税金のお知らせがくるんだろうと思っちゃうわけですね。 

 

金 そう、というふうになってることもある。そこをまず、点検しなければいけないというのがあるし、それは行政の方にすご

くお願いしたいなって、逆に思うことです。あと、国民健康保険料とか。私、以前、大学で留学生の受け入れとかをやっていた

ときに、本当に「これ、何」ってよく来てたんですけれども。区役所に一番最初の住民登録。それはみんな、必ず行くんです、

区役所に。そのときに、どうして彼らが分かるような形で、情報をもらえないんだろうかということのほうが疑問で。そこは恐

らく、言葉悪いかもしれないですけれども、行政の皆さんがたの連携の少ないところなんじゃないかと思っていて。国保なんて

いうのは本来、住民登録に最初に行ったときに、すぐ隣のカウンターかどうかは区役所によって違うでしょうけれども、そこに

行けばできることなんですよね。 

 そのときに、何もらってきたか分からないから、彼ら払えなかったりっていうんですけど、その場で分かることができればい

いんだから一番最初に、つかまえるっていう言葉もあれですけど。区役所の住民登録、一番最初にするときっていうのが一番大
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きなチャンスなんじゃないかと思うので、一番最初に来日されたとき。あるいは、出生届が出たときって、親御さんがいらっし

ゃったときにどこまでの情報、生活していくための情報を一番最初に、どこまで与えられるかっていうのがすごく大事だと思い

ます。あともう一つ、具体的に、ちょっとどこの地方自治体だったか忘れちゃいましたけれども。日本人と同じように通常、封

書でくるもの。そこに QR コードを印刷してあって、そこを外国人の方が読むと、そのお便りの内容が多言語で読めるみたいな

ことを、具体的にソーシャルサービスとして始めようとしてる方もいらっしゃったり、実際に自治体として取り組んでるかどう

か分かんないんですけど。それを何言語に対応するのかとか、いろいろ問題はあると思うんですけど、その全ての印刷物として

対応しなくても、さっきの LINE のお話じゃないけど、お便りの中身が活字化されている、それを自分たちで翻訳かけることも

できるわけですよね。だから、そういった工夫もしてみていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。 

 

土井 紙で全部、翻訳を、何から何までっていうのは難しいけども、ちょっとでも外国語に触れることにアクセスがあるといい

んじゃないかと。ありがとうございます。ルネさん、何かありますか。外国人の方に情報提供するのに、こういった場で。さっ

き、どうしてもこういう硬い場じゃなくて、先ほどのかっこいいところっていうところで、アートにしてもいいし、そこで督促

状を配るのかどうかは別として、そういった所にもうちょっと情報が入ればいいなっていうの、何かありますか。 

 

星野 基本的なことはもう全部、おっしゃられたので特にはないんですけど、ライブですか。アフリカの人だったら、アフリカ

人同士が集まるコミュニティーとかあって、そこで演奏会とかやってるから。だからって、ラッパーの人に税金払えっていうラ

ップ歌ってもらうわけにはいかないですしね。おまえが後悔するよみたいなことじゃないと思うんですけど。さっき言われたと

おり、お二人の大事なところピックアップすると、最初が一番大事だなって。そこは絶対にみんな、通るところなので。車の免

許取るときも、最初にいろんなビデオ見たり、試験突破して取るので、最初に。その後、だんだん忘れるっていうのもあるんで

すけど。最初に市民権というか得るときに伝えて、さっき要約してって言ってたように、そのときに必要最小限、この市に住む

からには、この五つだけは押さえて帰ってみたいなのを要約して。なんか困ったら QR コード、ここやったら取りあえず、何か

教えてくれるからみたいなのを渡してあければいいんじゃないか。シンプル・イズ・ベスト。 

 

土井 ありがとうございます。本当に登録するときの説明って大事だと思いますけど、そのときにいろんな情報がありますから

また適宜、工夫していただけたらと思います。多分、担当課としてはいろんな形で、今までもされていると思うので、また新し

いアイデアが出ればなと思います。 

 

山田 外国人の方が住民登録に来ていただくときに、区役所のほうで必ずウェルカムキットというのをお渡ししてるんです。自

治体のこととかごみ出しのこととか、いろんな情報を、各局からいただいて入れてますので。まだウェルカムキット使ってらっ

しゃらない所属がありましたら、ぜひ国際交流課にお知らせいただいて、ウェルカムキットのほう入れたいんだけどっていうご

相談をいだたけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。 

 

土井 ありがとうございます。今は、そういうツールもあるということですね。ご活用いただいていると。ありがとうございま

す。だいぶ時間はきていますけども、せっかくですのでもう 1人、先ほど手を挙げていただいた方にご発言いただいて、最後に

したいと思います。 

 



45 

 

Ａさん とても面白く、楽しいお話をありがとうございました。先ほどあった外国人コミュニティーに接するにはとか、アフリ

カ人は必ず英語がしゃべれるみたいな日本人の思い込みであると思ってて、その思い込みをなくすために必要なのって、フォー

の精神じゃなくてウィズの精神だと思ってて。外国人のための支援じゃなくて、外国人と一緒に社会をつくるっていう思いが必

要なんじゃないかなと思っていて。もちろん行政なので、フォーの精神。日本人のためにも福祉を整えるとか学校をいいように

するとかあると思うんですけどもっと、それこそ次期総合計画有識者懇談会委員とかに外国人が入っていたらいいのかなと思っ

たりもするんですけど。行政のほう、特に山田さんや土井さんだと思うんですけど、外国人の方が行政として他の人を支援する

というか。そういうことって、どう感じているのかなっていうのをお聞きしたいです。 

 

土井 今、名古屋市の、そういういろんな取り組みの中に外国人の方にどれぐらい関わっていただく機会があるのかっていうの

は山田さん、何か情報がありますか。 

 

山田 多文化共生の事業についていいますと、外国人の方の意見を聞くっていうのは基本なので、いろいろな懇談会で外国人の

方に入っていただいて、そういった場を設けたりはしています。また今後も、ちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど、

外国人の方が増えていくにあたって、生活に必要な日本語というのを学んでいただくッてという機会をつくることは大切ですの

で、地域における日本語教育体制づくりというのを今後、進めていきます。その中でも、外国人の方のご意見を伺いながら進め

ていこうと思ってます。 

 

土井 ありがとうございます。多文化共生の部署としては当然、外国人の方にいろんな形で関わっていただいて、声を聞いて、

またそれを施策等に反映させていくっていうこともあると思うんですけど、先ほどのお話でいうと、消防ですとか。もしくは、

財政ですとか。いろんなところに外国人の方の声が直接、届くような機会をたくさんつくっていただいて、今、ご発言があった

ように外国人のためにどうすればいいかじゃなくて、外国人とどうやって一緒にやっていくかみたいなことを広まる場が、もっ

と増えるといいかなというふうに伺いました。 

 そういった意味では、この多文化共生都市・名古屋っていうのが 2023 年を目指して、これから今まで以上に取り組んでいく

ということなんですけど、理想の一つとしては 2023 年頃には、いろんな外国人の方が、いろんなところに参画をされて、当た

り前のように外国人の声も聞いて、いろんな行政だけじゃないですけど。さっきの自治会にしても、PTA にしてもそうですけど、

当たり前のように身近なところで、外国人の方と一緒に何かがされているというような状況が増えていくと今日、皆さんがおっ

しゃったような課題とか。こういうふうになればいいなって思うところが実現されていくんじゃないかなというふうに、感じま

した。 

 本当は、もっとご質問いただいたり、皆さんにも最後にちょっとメッセージをいただいたりしたいと思ったんですが、すみま

せん。だいぶ時間がきていますので、本日のパネルのトーク。そして、皆さんとのディスカッションというのは、ここまでにさ

せていただきたいと思います。改めて、皆さんにお礼を込めて、拍手で終わりたいと思います。本当にありがとうございました。

それでは、マイクを司会に返したいと思います。 

 

 

佐野 パネリストの皆さま、ありがとうございました。もう一度、大きな拍手をお願いいたします。ここで、皆さまに連絡事項

がございます。配布資料に同封のチラシにございますように本日、午後 7 時より、この会場に隣接の名古屋国際センター5 階、
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第 1会議室にて令和元年度第 2回多文化共生を進める団体交流会を開催いたします。本日は、名古屋市国際交流課で現在、イン

ターシップ生として多文化共生について学んでいる名古屋市立大学の学生による企画で、学生と地域コミュニティーを結ぶ多文

化共生の在り方についてをテーマに交流会を行います。 

 多文化共生について話し合いたい方、交流をしたい方は、どなたでもご参加いただけますので、ご興味をお持ちくださった方

はぜひご参加ください。また、会場出口にてアンケートの回収を行います。アンケートのご提出にご協力をお願いいたします。

以上をもちまして、名古屋市多文化共生推進月間講演会を終了させていただきます。どなたさまもお忘れ物などございませんよ

う、お気をつけてお帰りください。本日は、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


