
大泉町ブラジルタウン訪問感想文集 

 

実施日：2016年 6月 9日（木） 

参加者：27名 

日程： 

8:00 東京学芸大学正門集合。貸し切りバスで出発。 

    バス内活動―自己紹介。事前学習。 

10:30 群馬県太田市ブラジル人学校 Escola Pitágoras 到着。 

     ブラジル人学校高校生たちと交流 

12:00 パウロレストラン ブラジル家庭料理を満喫。 

プチ・ポルトガル講座。店主リカルドさんのお話。 

14:00  スーパータカラでブラジル商品をショッピング。 

14:30 出発。 

17:10  東京学芸大学到着。 

 

 

 

  



ブラジル人学校（Escola Pitagoras）見学の感想 

                   

資料を読んで、日系ブラジル人の方たちは税金を日本人と同じように払っているにもかか

わらず、教育支援を受けられなかったり、労働力として扱われて、安い賃金で働かされたり 

過酷な労働状況の中で働かされていることを知った。 

多民族国家である中国やアメリカとは対称的に、日本は単民族国家で特に保守的な国であ

り、こういった日系ブラジル人を外国人として毛嫌いしたり関わらないようにしようとす

る傾向がある。異なる文化や価値観を持っていることは当たり前だし、仕方のないことであ

るが、持つ文化が違えば、共生すること・理解しあうことをあきらめてしまうのではなく、

積極的にコミュニケーションをとって互いの本当の気持ち・考え方を理解していくことが

大切だと考える。 

また生徒との交流を通して、自分の将来像をしっかりと持っている生徒もいれば、親の仕事

の関係で、将来日本とブラジルのどちらにいるかもわからないし、何をしたいかもわからな

いといった生徒もいて二極化が見られた。 

 

「放課後、何してるの？部活はあるの？」と聞いたら、「部活はないよ。週に一回体育の授

業があるからそれが楽しみなんだ」と言っていた。中学生・高校生にとって部活は学生生活

の中心を占めるものだと思うし、そういった経験ができないのは残念なことだと感じた。 

日本の公立学校とは違って、この間行った朝鮮人学校と同じく、授業料が無償でないブラジ

ル人学校に通うには金銭的な負担がある。子供をブラジル人学校に通わせたくても、金銭的

理由で日本の公立学校に通わさせざるを得ないケースが多いだろう。そういった問題を解

決するためにも日本政府はもっとそういった外国人学校の支援をしていくべきだと考える。 

 

また生徒の話を聞いていると「日本語と英語の授業は、今先生がいないから無いんだよ」 

と言っていた。私たちの場合、英語の授業がなくなることは無いし、先生が休んでいれば代

わりの先生が授業をしてくれるはずだが、ブラジル人学校の子供たちは授業を受けられな

くなるということを知って、そういった面も支援していかなければならないと感じた。 

生徒に「どの言語を話している時が一番落ち着く？自分らしくいられる？」と聞いたら 

ポルトガル語という子もいれば、日本語、英語という子もいて、人によって言語の習得度は

かなり違うなあと感じた。しかし話す人や状況によって言語を変えていかなければならな

い彼らはとても大変だろうなあと思った。 

 

今回実際に学校に訪問したり、ブラジルの食文化に触れることで、今まで知らなかった多く

のことを知ることができ、貴重な体験ができた。今回の訪問で課題も見えてきたので、これ

から実践していきたいと思う。  



2016/06/12                         多文化共生教育コース 

ブラジルタウン見学感想                    

 

 今回訪問したブラジル人学校は、近い将来にブラジルに帰ってブラジルの大学に進学を

するつもりの子が多いところでした。そのため、彼らの生活がブラジル人コミュニティの中

だけで完結してしまっており、せっかく日本にいるのに、日本人や日本のものに接する機会

がほとんどないように感じました。確かに、この先ずっと日本にいるつもりがないのであれ

ば、生活ができているため、わざわざ日本人と接する必要はないのかもしれません。ですが、

同じ地域で暮らす住民同士、何らかのトラブルが起きないとも限らないし、支えあって生き

ていくことに超したことはないと私は思います。それゆえ、彼らと日本人とをつなぐ、ある

いはそのきっかけをつくる役割をする人が必要なのではないかと思いました。 

 ピタゴラスの子どもたちは日本人と接する機会をほとんど持っていませんでした。です

が一方、リカルドさんは話の中で、最初は大変だったが今はみんな温かい、ということをお

っしゃっていました。これは長い間ともに同じ地域で共生を模索して生きてきた成果なの

かなと思いました。この成果を、外国人の比率が少なく、まだあまり共生へ向けた取り組み

が進んでいない地域にも共有されればいいのにと思います。 

 行く前は、私は訪問する学校を、日本の学校に進学、あるいは日本で就職するつもりの子

がいるところだと想像してしまっていたので、交流が始まった最初のうちは、考えてきた質

問ができず若干戸惑いました。ですが、かえってこういう子たちの存在を再認識できたので、

自分にとってとても良い経験になりました。また、私が交流した子たちは、直接言葉が通じ

なかった子が多かったにもかかわらず、お互いに仲良くなることができたので、改めて、

個々のつながりの大切さを実感できました。 

 

 

今回、ブラジル人学校を訪問し、学生たちと交流を図った。流暢に日本語を話す学生がい

る中、ほとんど日本語が話せない学生もいた。 

日本語を担当する教師が 1年程前から不在なために、現在は日本語の授業は行われていな

いという。「日本語ができる」という学生と話したところ、日常会話はほぼ問題なかった

が、学習言語の面において年相応のレベルに到達しているかと言えば、疑問である。ま

た、何名かの学生と話したところ、その多くが卒業後祖国に帰り大学に進学したいと語っ

た。言語だけの問題ではないが、日本語能力に不安を抱える学生たちにとって、ブラジル

の大学に進学するという選択はごく自然なことなのかもしれない。しかし、近年は日本の

大学であっても英語で授業を履修できるコースがあったりと、グローバル化は進んでい

る。このブラジル人学校では、そうした情報を提供しているのだろうか。日本語教育だけ

でなく、情報も不足している印象を受けた。多様な人材を確保することは、日本の将来に

とっても有益なはずだ。日本政府は、こうした日本国内にすでに存在するグローバルな人



材を育成していく必要があるのではないだろうか。 

 また、多文化共生とは、「お互いに干渉しないから平和に共生できる」ということでは

なく、互いに協働しながらより良い環境を作り上げていくことではないかと感じた。地域

住民と彼らが対話し、共によりよいまちづくりを考える機会が提供されることが望まれ

る。 

 

多文化共生教育コース ２年  

私は以前、個人的に朝鮮大学に訪問したことがあり、そのため他国籍の方が通う学校の雰

囲気は、なんとなく想像できる部分があった。しかし、ブラジル人学校はまた思っていた

のと違う部分があり、とても新しい発見が多く、また同時に問題も多くあることがわかっ

た。ブラジル人学校の生徒との交流では、日本語が流ちょうに話せる子もいれば、まった

く話せない子もいて、格差という表現が適切かはわからないが、日本語レベルに差がある

ことが印象的だった。生徒たちは不自由なく暮らせており、特に問題はないと言っていた

が、それはブラジル人学校に通っており、周りと同じ環境だからこそ気づいていないだけ

で、一歩、日本社会に出ていけば不自由なことだらけで今後生活しずらくなるのではない

かと不安に思った。また、私が話を聞いた子はほとんどが高校を卒業した後ブラジルに戻

り、ブラジルの大学に通うといっており、やはり日本の大学に通うことは容易ではないこ

とがわかった。また、そのような子もブラジルに帰ることに少なからず不安をもってお

り、ある子は６歳から日本におり、それ以来ブラジルに帰っていないため、ブラジルの親

戚と疎遠になっていることや友達がいないことに対して不安があると言っていた。ほかの

子も同じような不安をもっていることがわかった。しかし、マイナス面だけではなく、ブ

ラジルと日本を繋げる仕事や、日本語を生かした仕事がしたいという子、ブラジルに帰る

がまた日本に戻ってきたいという子もおり、日本を好きな子も大勢いることがわかり、と

ても嬉しかった。ブラジルの料理はとてもおいしく、スーパーのお肉売り場もさすがブラ

ジルタウンというほど、大きなお肉の塊があり、日本のスーパーでは見ないものがたくさ

ん置いてあった。 ブラジルタウンを訪問してみて、これまで勉強してきたことが本当に

あるんだと実感できたことや、また新しい発見などもあり、とても充実したものになっ

た。実際に行き、話を直接聞くことでより真剣にしっかり向き合うことができた。 

 

2016/6/9 

ブラジル人学校を訪問して 

 

 私の学科の授業では、異文化理解や多文化共生の現状、課題について学んでいます。私



自身もそうしたことに関心があり、自主的に文献に目を通したりしています。そのなかで

は、外国人と日本人の間でのトラブルや摩擦について多く触れられていて、そうしたトラ

ブルや摩擦をどう解決していくべきか、という視点が目立つように思います。それもあっ

て、今回のブラジル人学校訪問でも、多文化共生が進んでいる地域で、子どもたちが日本

人や日本文化との関わりの中で抱えている何かしらの困難に行政や周囲がどのように対応

しているのか、これからの課題は何かを知ることを一番の目的として参加しました。 

 しかし、実際にブラジル人学校の子どもたちと話してみると、特に困ったことはなく、

むしろ日本にもあまり関心がないということでした。ポルトガル語、英語、イタリア語な

ど５つもの言語を操ることができていても、日本語を学ぶ興味はわかず、習得もしていな

い。日本のテレビは見ない、日本人の友達は全然いない、将来日本で暮らすという選択肢

はない。日本に 10年以上いるというのにここまで日本と交わらずにいることが、「良い」

「悪い」ということではなく、私にとっては意外であり、驚きました。 

 関わりを持たないことで、双方それぞれがスムーズに生活できているなら、わざわざ両

者を交わらせる必要もないのだろうか、とも思いましたが、なんだかそれはさみしいなと

思います。両者が摩擦なく生活できていることはいいことだと思います。ただ、それが

「関わりを持たないがゆえに摩擦さえも起こり得ない」という状況ならば、それは本当の

意味での多文化共生ではないように思います。もし、「日本人は日本人で」「外国人は外国

人で」といったように、同じ生活空間の中でも別個のものとして考える姿勢が根底にある

ならば、今は目立ったトラブルがなくてもいずれひずみとなってあらわれると思います。

今回のほんの少しの訪問だけで一概に言えることではありませんが、今の状況からもう一

歩踏み出していく必要を感じました。 

 今回の訪問では、ブラジル人学校の子どもたちとの交流などを通して、多文化共生の現

状をみることができました。昨今あらゆる場面で掲げられている「多文化共生」。本当の

意味での「多文化共生」とは何なのか、改めて考えさせられる貴重な時間でした。また、

純粋に子どもたちとの交流が楽しく、ブラジルの文化について知ることができたこともう

れしく思います。参加させていただきありがとうございました。 

 

 

                                         

 



 

  

              ブラジル人見学感想文 

私は「在日ブラジル人の国籍は何？また国籍は何で決める？」という疑問を持って、見学

に行った。あの高校の学生は皆、きっと私より日本語が喋れると思ったが、私と話した四人

の学生の中で一人しか日本語ができなかった。小学校からずっと日本に住んでいる子供も

いるし、去年に来日したばかりの子供もある。また、将来はどこの大学に進学したいと聞く

と、ブラジルの大学と答えた人の方が多かった。しかし、一人の女の子日本語ができないが、

理由もよく分からずに、なんとなくこれからも日本に住みたいと答えてくれた。 

 この子供たちは自分の国籍を選ばないといけない時、ブラジルと日本の間、どちらを選ぶ

だろう。あの日本語がよくできている男の子は将来別に日本にずっと住み続く予定もない

し、あの女の子は日本語ができないのに、将来、日本に住みたいと言った。私がある人の国

籍を決めるとき、大事に思った言語はこの二人の子供にとって、そんなに大事な要素でもな

い。 

 続いて、ブラジルレストランの店長さんの話も聞いた。その店長さんは 17歳から、ずっ

と日本に住んでいる（今は 45～50歳ぐらいに見える）。日本に来た時、日本語も全然分から

なかったが、仕事中徐々に日本語もできて、今もう普通の日本人みたいに日本語が上手だと

思う。私は「自分は日本人か、ブラジル人か、どっとだと思いますか」という質問をその店

長に聞いた。店長さんは自分が日本人の国籍になったし、日本で結婚して子供も産んだし、

これからもずっと日本に住みたいため、自分が日本人だと思うっていうような答えだった。

店長さんの話の中で、もう一つの重要な理由は日本人からの認めることあるいはお互いに

理解し合うことは自分の帰属感が感じたことである。 

 このように、私は国籍を決める要素については、今度のブラジル人学校訪問から得た結果



からみると、国籍を決めるとき、必ずその人の長年に住んでいる国の国籍ではない。長年に

住んでいることは、ただ仕事の原因かもしれないし、家族の原因かもしれない。また、言語

は確かに重要なところかもしれないが、その国の言語ができても、必ずその国の文化を認め

るわけでもない。一番大事なのは、その国の国民とお互いに認めることとその国のために頑

張りたいことだと考える。 

 また、子供たちとの話の中で、親が仕事に忙しくて、親からの教育があまりないみたい。

日本語を勉強するチャンスも少ないので、本当に日本語は嫌いわけでもないのに、学校で日

本語授業がないため、日本にいるけれども、日本語と日本文化から離れている。そのについ

て、残念だなと思う。 

 

  



ブラジル人学校訪問を終えて            

「多文化共修科目 A」                     

 

ブラジル人学校訪問を終えて、私は異文化についてもっと知りたいという思いが強くな

った。 

まず初めに、ブラジル人生徒との交流で、その生徒さんが日本へ来た経緯やブラジル人学

校についてなど様々な質問をした。日本語を話すことができず、通訳となる生徒さんを挟ん

で交流をする人や、日本語検定を受験しているほど日本語が流暢な人など色々な人がいた。

しかし、どの人達も私たちと何ら変わることのない学生さんで、とても楽しそうな学校生活

を送っていると感じた。また、自分のアイデンティティは日本とブラジルのどちらかという

質問をした。日本語がほとんど話せない生徒は、言語が通じるブラジルに自分のアイデンテ

ィティを持っていると答えた人が多かった。日本で過ごした時間が多い人は、日本にアイデ

ンティティを思っていると答えた人が多かった。日本に居ながらにしてブラジルにアイデ

ンティティを持っているのは、日本人の私としては少し悲しかった。言語が通じるところの

ほうが居やすいというのはとても共感できるし、言語の壁は大きいのかなと感じた。また、

ブラジル人学校を卒業後にどうしたいか、という質問もした。これには、ブラジルに帰って

ブラジルの大学に行きたいという人が多かった。日本では各種学校の認定を受けることす

ら難しいし、日本の大学ではなくブラジルの大学へ進学したいのは、阻むものが大きいのか

なと思った。また、日本人と交流する機会はあるか、という質問もした。近所に日本人が住

んでいるが、日本人と交流する機会はほぼないという答えが多かった。これも言語の壁が大

きいのかもしれないが、そもそも人と交流する機会がブラジル人学校内に限られてしまう

のはとても悲しいことだと思った。 

私は今回の訪問を終えて、来日の時期や来日の年齢、家庭環境などにより教育へのニーズ

も様々なのだと実感した。また、幼稚園児から高校生まで幅広い年齢の人がいた。幼い子に

とって教育の与える影響はとても大きい。そのため、きめ細かい対応が必要だと思った。私

はもともと今回の訪問に対して、異文化を持った人と関わることで視野を広げたいという

期待を抱いていた。今回の訪問で、教育ということに対しても関心を広げることができてと

てもいい経験になった。 

 

 

  



 

私は、純粋に大泉の街づくりに感動しました。 

私が話した子どもたちに、現状に不満を持っている子はおらず、両親も楽しんでいるとの

ことだったからです。 

 

確かに、日本人と本当の意味での共生できているのかと言われると、私も疑問はあります

が、日本の現状において、ここまで困難なく生活できることは素直に、素晴らしいといえ

ると思います。 

 

さらに、接触がないことによる居心地の良さもあると思います。 

彼らが、隔離されてるという意識を持たない程度での距離感なら、今はあってもいいので

はないでしょうか？ 

 

ブラジル人学校の生徒と仲良くなり、お家に遊びに行けることになったので、これからも

いろんな人とのつながりを広がりをつくって、いろんな人に出会っていければいければい

いなと思います。 

 

 

  



CA 多文化共生科目                  2016/06/09 

                                                       

 

【群馬県太田市大泉町でのフィールドワークを通して】 

〇なぜ今回のフィールドワークに参加したのか 

地元が群馬ということもあり、地域の在日外国人の現状に興味があった。 

また、以前に太田市の多言語での高校進学説明会に参加したことがあり、そこで外国人児童

たちの様子やその地域の外国人がたくさんいる独特なコミュニティを見て、太田市や大泉

のブラジルタウンに興味を持った。 

以上の理由からこのブラジルタウンへの訪問に参加した。 

 

〇フィールドワークを通して受けた印象 

授業ではいかに外国人の人が苦労して日本で生活しているか、支援が必要かという話かメ

インになるので、外国人の方はあまり前向きな気持ちで生活していないような印象があっ

た。しかし実際にリカルドさんをはじめ外国人の方に話を聞いてみると、みんな明るく思っ

ていたよりも日本での暮らしを楽しんでいる人も多いように感じた。もちろん岡先生から

ご指摘があったように、本当に困っていることや悩みははじめて会った関係では聞けない

のが当たり前なので大変なこともあるのだろうけれど、「日本食が好き」や「日本での暮ら

しの方が好き」という意見もあったのでとても嬉しかった。 

一方で日本に対してや感覚は世代によって異なっているように感じた。リカルドさんは学

校にいっていなくても仕事の傍ら日本語を勉強して、これからも日本に残るとおっしゃっ

ていた。それに対して生徒たちは「将来はどのように考えているのか。」という質問に対し



て「わからない、決めてない」もしくは「ブラジルに戻りたい。」との意見がほとんどだっ

た。生徒たちがそう考える大きな要因が言葉の壁である。日常生活での会話は大丈夫でも、

試験となると不十分だと考える生徒が多いようだった。逆に日本食を好んで食べていたり、

文化の差はそこまで強く感じていないような印象を受けた。 

また、「日本人の友達はいる？」という質問に対しては「いない。」と答える生徒が多かった。

大泉はブラジル人の人が多いため、そこだけでもコミュニティが出来てしまっているのだ

ろう。ずっとブラジル人学校に通っている生徒も多く、その中で日本人の友達を作る機会は

なかなかないだろう。たしかに同じ国の人といるのは安心できるし、その点で大泉はとても

住みやすい町だと思う。しかし、そこから一歩踏み出して日本人との交流を増やせば、視野

も広がり生徒たちの将来に対する考え方も変わってくるのではないかと思う。 

生徒たちのバックグラウンドも様々でいつからきているのか、誰と一緒に暮しているのか、

日本語がどれくらい話せるのか、などが人によって大きく異なっていた。一概に「ブラジル

人」とするのではなく、その１人 1人に個性があって違う、ということを改めて認識する必

要があると思った。大泉に行ってみて、人が温かい良い町だなと感じた。 

 

 

  



ブラジル人学校及び大泉町を訪問して 

                        

 6 月 9 日(木)、群馬県太田市にあるブラジル人学校 EAS Rede Pitagoras と大泉町のブラ

ジル家庭料理パウロレストラン、スーパーTAKARA を訪問しました。ブラジル人もしくは

日系ブラジル人の方との交流はとても貴重な経験になりました。ブラジル人学校の子ども

たちは日本語を話せる子もいればポルトガル語しか話せない子もおり、それぞれ育ってき

た環境が違うことが分かりました。前半にお話しを聞いた 2 人の生徒さんのうち 1 人は 1

年半ほど前に日本に来たばかりでまだ日本語によるコミュニケーションは難しいようでし

た。彼女は日本に行くと両親から伝えられたとき少し怖かったと話していました。確かに突

然見知らぬ土地で暮らすと言われたら誰でも恐怖と不安でいっぱいになると思います。で

すが彼女は今日本の生活を楽しんでいて、日本でやりたいことがたくさんあると話してく

れました。私は彼女の話を聞いてとてもうれしくなり、彼女が夢を持って日々前向きに過ご

していると分かって安心しました。両親の仕事の都合で日本に来た子どもの中にはブラジ

ルに帰りたいと思う子どもも多くいると思いますが、そのように思う子どもたちを助けて

いくためには市や周囲の日本人、また同じようにブラジルにルーツを持つ子どもたちのサ

ポートが必要であると感じました。今日お話しを伺った生徒さんは皆卒業後はブラジルに

戻ってブラジルの大学に行きたいと話していました。理由は様々だと思いますが、私はその

理由の一つに言語の問題があるのではないかと感じました。大学で学ぶことは高校よりも

より専門的であり、内容も難しくなるため、母語以外の言葉で学ぶのは容易ではありません。

ブラジル人学校のような大学はありませんし、彼らにとってはやはりブラジルで普段から

慣れているポルトガル語で勉強した方がいいのかもしれません。ですが、日本生まれの日本

育ちの子どもにとってはブラジルは未知の土地です。本当は日本の大学で勉強したいと思



っている子どもも多いと思います。彼らが何とか日本の大学で勉強できるように大学の仕

組みなどを再度見直す必要があると感じました。また、一般の中学や高校の生徒さんと交流

する機会はあまりなく日本人の友達もいないとも話していました。せっかく日本に住んで

いるのに現地の同世代の子どもたちと関わらないのはもったいないと感じました。両者の

交流があればお互いに過ごしやすいコミュニティ作りができると思います。このような日

本人とブラジル人の子どもたちの交流などを多文化について学んでいる多文化共生教育の

学生を中心に行っていけるのではないかと思いました。 

  

 

群馬県大泉町を見学して 

2016/06/09 

○ブラジル人学校に行って 

ブラジル人学校と言っても、日常生活で日本人と関わったり、授業でやっているだろうか

らある程度の日本語はしゃべれるのだろうという固定概念を私は最初持っていました。

しかし、実際には日本語しゃべれるよ！という子の方が少なく、英語ならまだ・・・とか、

ポルトガル語しかできなくて通訳を介してじゃないと、というような子がかなり多かっ

たことに驚きでした。また、以前は日本語の授業もあったそうですが、担当の先生がいな

くなってしまった為に今は全く日本語の勉強をしていないそうです。それから、普段日本

語を話す機会はあるのかと聞くと、スーパーやコンビニなど買い物するときだけとのこ

とでした。もちろん日本人の友達がいるという子は私の接した子にはいませんでした。日

本にいながら日本との関わりはかなり少ないのだなというのが第一印象でした。そのた

めか、卒業後はどうするのか聞くと、ブラジルに戻って大学の試験を受けるという子がほ



とんどでした（日本に生まれた子もブラジルを見てみたいとの理由からブラジルに行き

たいと言っていた）。日本の大学は行ってみたいけど、例え日本語ができても内容が難し

くて受けられないと思うとのことでした。ただ、ブラジルに帰りたいか聞くと、前はそう

だったが今は日本のことにも興味がわきもっと知ってみたいと思うようになったといい

ます。親とコミュニケーションをとれるのかという質問に対しては、普通にコミュニケー

ションはとれるが、そもそもあまり家にいなかったり、お母さんが家にいる子も弟や妹の

世話につきっきりで自分の相手をしてもらうことはあまりないと少しさみしげだったの

が気になりました。放課後も特にすることがないようでした。卒業後の話をしている時も、

大学のことについて何も知らないし自分もどうしたらいいかわからないと言う子や、や

りたいことはあるが親からお金にならないからもっと現実的な進路にしなさいと言われ

るというような子もいました。 

 

○レストラン、リカルドさんのお話 

特に興味深かったのは、息子さんにポルトガル語も教えているということ。しかも、ポル

トガル語の方を幼少期先に教えたということです。理由は、発音上の問題ということでし

たが、確かに頭の柔らかい時にポルトガル語を入れていた方が、脳が対応できるのではな

いかと思いました。（日本語は今後の人生でずっと使っていくから自然に身に付く） 

やはり、自分のルーツを知ってほしいという思いがあるのだそうです。複数言語が話せる

方が息子さんの将来のためにもいいというのはもちろんあると思いますが、日本でずっ

と暮らしていくと決めた後も、やはり自分に流れるブラジルの血も引き継いでいってほ

しいという考え方はとても貴重だと思いました。 

 

○総括 

日本にいながらにして、日本から切り取られた空間を感じた一日でした。ブラジルについ

てもより一層の興味を持ちました。しかし、せっかく日本にいるにも関わらずやや閉鎖的

なのではないかと思いました。確かに、外国人に優しい市であり外国人自らそのような町

を形成しているのだと思いますが、もっと日本人と関わることで新しい価値観や交流が

広がると思います。特に、子ども達は少し寂しい思いをしているのではないかと感じたの

で、もっと日本人の友達がいればそういった課題も解決できるかもしれません。日本人に

とっても、もっと外国人と関わっていこうという姿勢が今後大事になっていくだろうと

思うので、何か日本人との交流の企画が必要なのではないかと思いました。 

 

  



多文化共修科目 A 

大泉町見学報告書 

 

6 月 9 にちの授業は大泉町にあるブラジルタウンの見学でした。日本は多文化の歴史が長

く、ブラジル系日本人が 2 世や 3 世もいるほどです。「～系の国民」という概念は韓国では

まだ珍しいので、実際彼らの生活とはどういうものなのか今のブラジル系の若者たちと接

し、ブラジルの文化を知るために見学に参加させていただきました。私はブラジルタウンの

中学生と高校生に会って話をしました。最初はどんな話をすればいいか分からなくて国籍

や言語、文化などについて聞きましたが、そういった話題を重く感じる人もいました。少し

ずつ好きな科目や趣味などに聞くと学生たちは緊張がなくなったらしく、目を輝かせて答

えてくれました。ブラジル系の学校は韓国や日本のそれとは少し違っていました。年上や年

下の人と同じ学年で一緒のクラスで授業を受けたり、音楽の時間にバイオリンやチェロの

演奏をしていて不思議でした。多様性があって生徒にも良い影響があるのではないかと思

いましたが、日本語の教師がいなくて日本語を授業を受けることができない状況で、教育に

は改善の必要もありました。多文化教育のできる日本語の先生は多文化の歴史が長いにも

関わらず、彼らを求めている学生よりずっと少ないようです。実際、私と話をした子供たち

のほとんどは将来ブラジルで生活したいという人でした。それは彼らが日本語にまだ慣れ

ていないからではないでしょうか。 

ブラジル系の学生たちと話をした後はブラジル系のバイキングで食事をして、そこの店長

さんのお話を聞きました。店長さんは帰化したブラジル系の方で、幼かった娘さんに日本語

よりスペイン語を先に教えました。私はそれが自分のルーツにかかわる理由だろうと思い

ましたが、本当は娘さんとちゃんとコミュニケーションするために流暢なスペイン語の方



を教えたのです。 

見学で会った人たちは親切で優しい、普通の人たちでした。私は彼らののバックグラウンド

にだけ気を取られ、相手を理解するというコミュニケーションの本質を見失ってしまいそ

うになりました。しかし誰かと向き合うとき、違いを知ることと違いに集中することは違い

があることを知りました。どんな文化的背景にいても人が主人公だということを忘れては

ならないと思います。 

 

 

在日ブラジル人学校訪問感想文 

 

 今回 6 月 9 日の在日ブラジル人学校訪問は私にとって新鮮な経験でした。朝鮮大学訪問と

はまた違って、学生たちの日本社会での立地と、日本に対して持っている感情が一致してな

かったと感じたからです。これは学校であった学生たちだけではなく、昼食を食べた店の店

長のリカルドさんの話を聞いた時にも感じました。 

 学校で私が会った学生たちはブラジルから幼い時親と一緒に二世の学生で、皆少なくとも

小学校までは普通の日本人学校に通ってていましたが、それぞれ違う理由でブラジル人学校

に転学しました。ここで私はなぜ転学の理由を聞くのは高校生にはちょっと敏感すぎるかと

思い、直接その理由を聞くのは止めましたが、‘問題があって日本人学校から転学したと言う

ことは日本での生活面でも必ず同じ問題に因って何かしらの不便があるはず’、と思い、日本

で住みながら困った経験や事がいたのかを聞きました。しかし、話し合った 7 人の学生の中

で、困ったことがあったと答えた学生は一人だけでした。在日外国人として何の不便もなく

生きていると言うことです。 

 多くのブラジル人学校が政府から認めてもらってない事や、denizen、つまり日本に長年住

んで税を出してるにも拘らず福祉や権利が日本人と比べ低い事など、学校に訪問する前には

日本で住む事によって不満があると言う事前提に質問を考えてて、それに関して聞きたいこ



とが色々ありました。なので、日本に住んでて困ってることがないと返事された後にはもう

何の質問も出来ませんでした。私が話し合った学生の皆は日本生まれの子が多く、将来にも

日本で専門学校に進学したり、エンジニアとして日本で就職先を探していたり等ブラジルよ

り日本定住を考えていました。 

 今まで多文化共生授業だけではなく、韓国で移住関連勉強をした時にも日系人や在日韓国

人、臨床修練制度等色んな問題点を勉強してきた私としては、今回の訪問は上述したように

本当新鮮な経験でした。日本に住むのに不満がないと言うことは、今の状況が少なくとも話

し合った学生たちにとっては悪くないことを示すので、今の日本政策で問題はないと言う結

果になるのです。しかし、大泉とブラジル人学校と言う、ブラジル人がマジョリティーにな

って言う状況と、学生皆がある理由によって日本人学校からブラジル人学校に転学したこと

を考えれば、これは共生ではなく隔離と分裂からくる安定感ではないかと思いました。いつ

までこの’平和’が続くのか、そして日本政府は本当に’共生’を目指してるのか、そもそも'共生

'とは何か等、多文化共生に関してもっと深く考えさせる有益な訪問でした。 

 

 



 

ブラジルタウンを訪れて 

                           

 私は、春休みにタイ・バンコクの日本人学校を訪れる機会があり、そことの違いが気に

なって今回のブラジル人学校訪問に参加させていただいた。バンコクの日本人学校は、私立

の小中学校といった感じで、私が通っていた小学校、中学校よりずっと大きくてきれいだっ

たため、それを想像していたら、プレハブのような校舎で、正直、驚いてしまった。こんな

ところに子どもがいて、ちゃんと子どもはのびのびとできるのだろうか、と思ったが、その

考えは生徒と触れ合うとすぐに消えた。みんなそれぞれ夢を持っていて、なにより楽しそう

にしていた。話を聞いていると、日本での生活での不安だったり、やはりブラジルに帰りた

いという声は大きかったが、ブラジル人学校ではありのままの自分でいられるようで、子ど

もたちの憩いの場となっているこの学校の存在は、子どもたちにとって必要不可欠だと思

った。やはり、日本人や日本文化など、日本と触れ合う機会が少ないということを感じたが、

それは学校というよりも、外国人に対してあまり慣れていない日本人の性格や日本の社会

のせいだと思う。外国で生活することはやはり労力のいることだし、分からないことの多さ

や言語の問題から、自分から積極的にいくことは難しい。だからこそ、私たち日本人が変わ

っていくことが、外国の人の支援につながるのではないだろうか。多文化主義の進むオース

トラリアでは、やはり一歩町に出れば、いろいろな人種のひとがいるし、それを気にするよ

うな人もいない。しかし、日本ではどうだろうか。昔より、日本人だらけ、という状況は変

わってきたかもしれないが、外国人に対する日本人の態度は変わってきているのだろうか。

多文化共生において、衣食住や宗教など、お互いを理解し、尊重し合うことが大切だと、多

くの場でいわれているし、多くの人がそれを分かっていると思う。しかし、それだけではま

だ不十分であって、実際に一緒に暮らしてみる。このことが大切なのではないか、といざ生

活してみたらみんな親切、と話してくださったリカルドさんのお話を聞いて感じた。 

今回のブラジルタウン訪問では、改めて多文化共生について考えさせられ、学ぶことがで

きた。貴重な機会を、本当にありがとうございました。この経験を今後の学習に活かしてい

きたい。 

 

群馬県大泉町を訪問して 

 

 2016 年 6 月 9 日（木）、日本最大のブラジリアンタウンである群馬県大泉町を訪問し

た。 

 午前中はピタゴラスというブラジル人学校を訪れ、16、7 歳の生徒たちと交流した。1

人はほとんど日本語を話せない女子学生で、英語で会話をした。まだ来日して 1 年ほど

で、日本語学習は時々学校に来る日本人の先生の授業を受けるだけだそうだ。彼女は曾祖



母が日本人だということだが、ブラジルにいた頃に日本について家族から話を聞いたり、

日本語を学んだりする機会はなかったという。買い物のときなどは英語でやり取りをして

おり、そんなに不便だと感じていないそうだ。2 年後にはブラジルに戻る予定だそうで、

将来は世界で活躍する医者になりたいと話していた。日本人の友達はほとんどいないそう

だが、学校のブラジル人生徒たちとはポルトガル語でコミュニケーションが取れているの

で、それ以上コミュニティーの輪を広げなくてもやっていけるのだろう。彼女にとって日

本は定住地ではないため、日本社会に積極的に参加する必要性は無いのかもしれない。彼

女のような場合は、無理に日本語を学ばせたり、日本社会に入っていくよう促したりする

ことが必ずしもいいとは限らない。積極的な参加をしなくても、きっと彼女なりの視点で

日本という異文化を感じ、捉えているはずである。ただ、日本に数年でも住んでいたとい

う経験が彼女の生き方やキャリアプランに何らかのプラスの影響をもたらす可能性を考え

ると、ブラジル人生徒のコミュニティー以外のコミュニティーにも参加する機会があると

いいと思う。今回の私たちの訪問はほんの 1 時間足らずのものだったが、このような日本

人との交流の機会が１回きりのものではなく、継続的に行われるべきだろう。年内に学芸

大を訪問してくださるというお話を聞いたので、その際はぜひまた彼女たちと交流したい

と思う。 

彼女の他に 2 名の男子学生とも話をした。1 人は祖母が日本人で、ブラジルでは祖母と日

本語で話していたそうで、流暢な日本語を使っていたが、普段の学習は完全にポルトガル

語で、卒業後はブラジルの大学で化学を勉強したいと言っていた。日本人の友達がいるか

聞くと、彼曰く「外で遊んでいるうちにつるむようになる」そうだ。もう１人の学生は自

分は 3 世だと話しており、時々私たちの質問が分からないと、隣の彼にポルトガル語で内

容確認をしていた。彼は放課後はジムで体を鍛えているそうで、将来は体育系の大学に行

きたいと話していた。彼は小学校 4 年生のときに来日したと言っていたが、日本人の友達

はあまりいないと話しており、同世代の日本人の子どもの中に入っていくことに困難を抱

えていたのかもしれないと感じた。ピタゴラスにはバスで 2 時間かけて通ってくる生徒も

いるそうだ。それを聞いたときには、なぜそこまでして…と思ったが、この学校は彼らが

自分らしくいられる居場所なのかもしれない。今回は学生との交流が目的であり、先生方

とお話をすることができなかったが、機会があればまた訪問させていただき、学校の教育

方針や、この学校を生徒にとってどのような場にしたいと考えていらっしゃるのかなど、

お話を伺いたい。また、どのようなキャリア教育をされているのか、文化間移動をしてい

る子どもが未来を描くためには、どのような教育、支援が必要だと考えていらっしゃるの

かなども、ぜひ教えていただきたいと思う。 

 午後は、ブラジリアンレストランを訪問した。そこでは、ご家族でレストランを経営し

ているリカルドさんから、長年、生活者として暮らしている日系人の立場から見た日本社

会に対する考えを伺うことができた。リカルドさんはこちらのどんな質問にも真っ直ぐに

答えてくださった。初めは、日本のルールや日本人の考え方がよく分からず、トラブルに



なってしまうことも多かったという。しかし、年月をかけて互いに知り合い、理解し合う

よう努力したため、今では皆が暮らしやすい町になっていると感じているそうだ。行政に

望むことはあるか尋ねたところ、現在は様々な情報誌が日本語とポルトガル語で発行され

ており、非常に助かっているとのことだった。しかし、行政によるこのような取り組みが

行われるようになるまで、様々な苦労があったであろう。同じような行政による外国人住

民へのサポートが他の地域でもできるとは限らない。しかし、多数派が少数派にルールを

押し付けるのではなく、まずは住民同士が互いを知ることから始め、相手の立場に立って

みて、誤解から生まれる偏見をなくし、住民皆が暮らしやすい地域を作っていく必要があ

る。住民同士が互いに感じている問題を共有し合うことにより、社会をより良く変えてい

くこともできるはずである。 

 大泉町に限らず、グローバル化の進んだ現在の日本では、隣人が外国人だという可能性

は十分ある。私が住んでいる神奈川県綾瀬市も、住民全体の 3.5%が外国人住民なのである

が、実は私はそのことにあまり気がつかずにいた。近所に外国人が経営している商店があ

ることは知っていたが、自分が関わることはない場所だろうと思っていた。しかし、今回

大泉町を訪問して、もっと自分の町の国際交流に積極的に関わりたいと思うようになっ

た。まずは、近所の商店を訪れて、そこの店員さんと話してみることから始めたい。 
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ブラジル人学校を訪問して印象に残っていることがいくつかある。まず、ブラジル人学校

に通う生徒たちの困惑だ。ブラジルである何年間か過ごしてから親の都合でいきなり日本

に来た生徒たちは、今でも日本での生活に戸惑っている様子が見受けられた。そしてこのよ

うな生徒たちに「将来はどうしたいんですか？」と尋ねるとほとんどの生徒が「ブラジルに

帰りたい」と言っていた。多くのブラジル人が暮らす大泉町に住んでいたとしても、祖国ブ

ラジルに帰りたいと願う生徒が多いと知った。また、日本で生まれたブラジル人の生徒とも

話す機会があった。同じように「将来はどうしたいんですか？」と尋ねると「分からない」

と答えた。日本で生まれ日本で育ったのにも関わらず、将来は日本に残るかブラジルに帰る

か迷っていたことに素直に驚いた。というのも、自分の中では、生まれ育った地でこれから

も生活していきたいと思うのが普通であると考えるからだ。私はこれらのことを受け、日本

の外国をルーツにもつ子供たちへの教育のやり方はよくないのではないかと考えた。ブラ

ジル人の生徒の多くがブラジルに帰りたいと思うのは、日本で生活に不自由を感じている

からだ。そう感じさせてしまうのは日本の教育のあり方に問題があるのではないか。しかし

これを語るには自分はまだまだ勉強不足であるので、これからもっとたくさんのことを学

びたいと思う。 

 もう一つ印象に残ったことはリカルドさんのお話しの中にあった、自分の子供への教育



の仕方だ。リカルドさんは自分の子供に、まず初めにポルトガル語を教え、その後日本語を

教えたと仰っていた。これを聞いたとき、ブラジル人としてのアイデンティティーを忘れさ

せないためなのかな、と思った。しかし後で理由を尋ねたところ、「日本で仕事がなくなり

ブラジルに帰ったときに困らないようにするため」とリカルドさんは仰っていました。その

背景として、ブラジル人だからという理由で仕事がもらえないということもありそういっ

たことへの対策があるそうだ。朝鮮人大学校を訪問したときにも強く感じたが、日本では

（もちろんすべての日本人というわけではない）、○○人ということにこだわる傾向が強い

ではなないかと思った。ブラジル人だから、朝鮮人だから、そういった理由だけで差別や偏

見を持ってしまう傾向にあるのはよくない。グローバル化が進み、日本にもますます多くの

外国人の方が訪れるようになるだろう。そうしたとき、こういった考えをやめ異文化を互い

に理解しあっていくためにはどうしたらよいのか、自分も含めもっとよく考えていかなけ

ればならないと、ブラジル人学校訪問を通して強く感じた。 

 

  



ブラジル人学校(Escola Pitagoras)見学の感想文章 2016/6/9 

 

今日は群馬県まで行って、ブラジルタウンに見学しました。 

学校着いて、学校ではなくて、会社だと思いました。車が多かったからです。 

確かにブラジル人です。顔も肌の色もちょっと濃いです。アメリカ人のイメージしました。 

学校で中高学生と話しました。二回インタビューやりましたが、ほとんど同じ答えがありました。ほとん

どの学生さんは日本で生まれて、ブラジルに一回も行ったことなく、日本で生活しています。ブラジルに

帰ろうと思いますかと聞いたら、いいえ、日本で生まれるし、友達も親戚も日本にいるから、帰りませ

ん、でも一回行ってみたいと答えてくれました。 

学生さんは日本語が普通の日常会話ぐらいでした。前は日本語の先生がいましたが、今いなくなりまし

たから、日本語の授業はやっていないことを知り、ちょっと不思議を持ちました。ここは日本ですから、

日本語はとても大事じゃないかと思いました。しかし、あちらはブラジルタウンだから、別に日本語があ

まり出来なくても平気です。そのあとブラジル店に行ってわかりました。学生達は明るくて、可愛いで

す。家族は三代世代も一緒に住んでいるから毎日楽しく過ごしています。 

見学が終わったら、ブラジル飲食店に行きました。そこの店長の話しを聞かせていただきました。店長

の話しによると、あちらはブラジル町で、ブラジル人は 4割で、日本人と他外国人は 6割です。結構ブ

ラジル人があちらで集まっています。面白かったことに、店長は自分の子供に言語を教えようと思った

時、最初に、日本語ではなくブラジル語を教えました。自分の母国語だから、最初に教えるではなくて、

日本語を習ったら、ブラジル語を話せなくなるからと店長が説明しました。さすがいいお父さんだと思い

ました。 

その後、タカラという有名なブラジルスーパーに行きました。色々ブラジルの名物を売っています。私は

オリブとお酒とコーヒーを買いました。ブラジルのコーヒーは世界で一番美味しいと評価されています。 

疲れている私はバスの自分の席に戻りました。買いましたタイヤが動き始め私もね始めました。今日疲

れましたね！最近、外国人がどんどん来ているし、外国スーパーや銀行までできているし、このまま

で、日本語があまり出来なくても生きるだろうと思う人がいるかもしれないが、私にとってはせっかく日

本にいるんだったら、もっと日本語や日本の文化などを勉強したいと自分に予告しています。 

 


