
群馬県大泉町ブラジルタウン訪問スタディーツアー 

 

授業名：多文化共修科目 A（異文化理解とコミュニケーション）木 1 限（総合学芸領域） 

目的：日系ブラジル人集住地である大泉町のブラジル人学校を訪問し、学生と交流する。ま

た、地域の様子を実体験する。異文化理解のためのスタディツアーである。 

日時：6 月 25 日（木）8 時大学集合。貸し切りバスで出発。 

場所：群馬県邑楽郡大泉町篠塚 日伯学園 

スケジュール： 

10 時半 日伯学園到着（ブラジル人学校） 

10 時半～11 時半 学校見学、学生と交流 

12 時-1 時 昼食、プチボルトガル語講座（パウロレストラン） 

1 時半～2 時半 サンバ体験（文化むら） 

2 時半～3 時半 町内散策（スーパータカラなど） 

3 時半出発～6 時大学到着 

 

日伯学園にて 

 

 



日伯学園理事長 高野祥子先生のお話 

 

 

パウロレストランにて 

 

 



サンバ体験 

 

 

 



スーパータカラにて 

 

 

ブラジル人学校を訪問して                    

ブラジルが日本にある。それが、今回の訪問の一番の衝撃だった。群馬県大泉町に到着し

て、ブラジル人学校の高校三年生の学生たちと話し合った。 

 ゆうじと私は話した。彼は、日本で生まれて、日本の小・中学校に通った。彼の父親は二

世で母親がブラジル人で、ふたりとも、日本語が話せないそうだ。そのため、ゆうじ自身は

幼稚園まで、ポルトガル語しか話したことがない、他の子たちは、保育園、幼稚園から友達

もできている、そういった環境だったため、入学当初は、泣いてしまう日もたくさんあった

らしい。ポルトガル語もしっかり学んでほしいという両親の望みもあって、ブラジル人学校

への進学を決めた。大学進学については、日本語の出来具合で、ほとんどの学生が決めるら

しい。日本語が難しいままだとブラジルへ帰る学生もいる。受験は、AO 入試で自分の得意

とする語学で勝負できるらしい。彼は、日本の小中学校に通っていただけもあって、かなり

日本語がうまかった。大学では、フランス語も学んで、世界中を旅したいそうだ。彼曰く、

ブラジル人学校では、ほとんど日本語を使わないため、日々日本語力が退化しているのが心

配らしい。ポルトガル語は難しいらしく、彼自身も、一年ほど、ブラジルでポルトガル語を

学んだらしい。やはり、親の意識、環境は大切なのだろう。 

 彼の日常生活を聞いていくうちに驚いたことがある。いつも遊ぶ友達が、ブラジル人だけ



らしい。ブラジル人がいつも近くにいるため、日本人の友達を作る機会が少ないらしい。ま

た、ゆうじの父親は、20 年間日本に住んでいるが、未だに日本語が話せないらしい。それ

は、この大泉町には、豊富な通訳者がいて、標識、看板もかなり整備され、なおかつ、10 人

に 1 人という高い割合で、ブラジル人がたくさんいるからだ。日本語の必要性がない町な

のだ。これらのことは、果たして、文化が共生していると言えるのだろうか。ただ、日系ブ

ラジル人が住みやすいだけの町となってしまっていないだろうか。日本人とブラジル人の

間に壁は残ったままだ。 

 ブラジル人学校の先生のお話も聞くことができた。日系人の価値は、日本語とポルトガル

語の両方の言語ができてこそあるのだと強く訴えていた。言葉は、武器になる。これから社

会で生きていくうえで、優遇されるのだと。また、広いものの考え方もできるようになる。 

 また、日本人とブラジル人との関係がよりよくなるためには、柔軟になることが、大切だ

とおっしゃっていた。 

 今の日本の学校の教育システムでは、年齢に応じた学年に入れられてしまうため、日本語

がわからない日系ブラジル人たちは、授業についていくことができない。また、ついていく

ことができないため、日本人の勉強を嫌う学生と関わるようになり、ますます勉強しなくな

るという負の連鎖もあるようだ。 

 大泉町は、町を挙げて、日系ブラジル人と日本人が共存できる環境づくりをしていた。ま

た、バスからは、町のいたるところにブラジル国旗が掲げられていて、また、多くのブラジ

ル人とすれ違った。私は、今までこのような経験がなかったため、とても不思議な感覚だっ

た。 

 ブラジルと日本の文化は、かなり異なる。多くの日本人が、ブラジル人の日常のあいさつ

で、キスやハグをする光景に抵抗を感じるはずだ。そして、異文化との接触に慣れていない、

島国日本国民は、避けてしまうこともある。しかし、このままでは、互いの文化の共存は難

しいだろう。現在の私たちに求められていることは、異文化に積極的に関わろうとする勇気

だ。関わることで、互いを知ることができ、知ることで、互いに歩み寄ることができる。メ

ディアなどでも外国を題材に使ったものが多く発信されるようになり、twitter、facebook、

google 翻訳などにより、言葉の壁も低くなってきた。 

 これからの日本はますます移民が増える。大泉町のような地域も増えるだろう。多文化共

生の姿とは、何なのか。そして、日本の人々が、積極的に異文化に関わろうとするには、ど

うしたらいいのか。もう一度、考え直したいと思った。 

 

 

 

 

ブラジル人学校訪問の感想文 

 



 

今回のブラジル人学校訪問には、一番印象的なことはやはり日伯楽園の学生と交流する

ことです。一時間未満の交流には、なんとなくブラジル人学生があまり交流したくないと

いう微妙な雰囲気を何回も感じました。これはなぜですか？この疑問に対する答えをみな

さんと一緒に考えてみたいです。 

言語の壁 

ブラジル人学生と交流することがうまく進まなかった一番大きいな原因は言語を通じま

せんからです。短期交換留学生の私は日本語が上手ではないし、交流したブラジル人学生

もあまり日本語を勉強しなかったので、会話はなかなか進みませんでした。自分の育った

言葉に愛着を感じるし、自分の母語や自分の地方の方言こそが、自分の考えのこもる言語

だという考えを持っている人たちが理解できます。しかし、日本に生まれたから日本で１

７年間を過ごした人が、うまく日本語会話ができないことが不思議ではないかと思われま

す。言語が人間の交流には役に立ちます。そして、同じ言語を持つものは親近感を持ちま

す。そのために、既に日本社会で長い時間に生活を送るであれば、早めに日本語力を身に

つけると自分の日常生活や未来の就職にも役に立つと思います。 

日伯楽園に対するアイデンテイテイ 

交流会で園長の話を通じて、創建者の「日本とブラジル、両国のいいところを両方持て

る子供たちに育ってほしい。」という考えをよく理解して、感心しました。しかし、岡先

生が配った資料の言ったとおり、日伯楽園は校舎が借り物のため、各種学校の認可を受け

られず、有限会社として運営されていて、つまり私塾扱いなので国や自治体からの補助も

ないということです。そのために、お金不足のせいで学校の施設は非常に簡単で、指導教

員も足りません。つまり、極限条件で学校理念を徹底的に実施できません。そこで、学生

たちはこの学校理念が十分に認識できなくて、日伯楽園に対するアイデンテイテイも形成

していません。 



交流の方式 

今回の交流会は時間があまり長くなくて、各グループの交流居場所が作りがたいです。

そして、こういうふうに日本人学生、外国人留学生と一緒にコンミュニケ―ションするこ

とが、日伯楽園の学生たちにとっては初めだそうです。しかし、われわれは人口の移動が

よりよく頻繁になったグロバール時代にいます。そのために、今までの生活以外の

「外」、違う言葉を持つ者の「異」と交流したい心を持っていることが、グローバル時代

にの人間形成には大切ではないかと思われます。 

 

 

ブラジル人学校訪問感想文 

 

 2015 年６月 25 日、群馬県大泉町にいるブラジル人学校「日伯学園」を訪問した。学校に

着いたとき、目の前の学校の環境に驚いた。限られた面積で、いくつかの部屋しかないが、

幼稚園、小学校、中学校、高校が全部そこにいるようだ。教室以外、ほかの施設はほとんど

ない。これはやっぱり経済的原因であろう。日系ブラジル人とはいえ、やはりブラジル人と

見られ、日本政府から教育支援は得られていないだろう。最初は日系ブラジル人だから、日

本人とは血が繋がっているので、ほかの外国人より、日本人に親しまれるだろうと思ったが、

一緒に交流したブラジル人学生のゆうじ君が周りに住んでいる日本人とはあまり話を交わ

さないを聞き、日系であっても、やはり外国人に見られるだなあと感じた。 

 ゆうじ君は、小、中学校が日本人学校を通ったので、日本文化については小さい頃から身

に沁みるほど感じた。彼は日本人の真面目さは学ぶべきことだが、人とすぐ親しくならない

所が良くないと言った。確かに、この点においては、多くの外国人が同感を覚えているよう

だ。日本人がいつも礼儀正しいので、私は、日本に来てから、いろんな場合で、どうすれば

失礼にならないのか、いつも戸惑いた。また、ゆうじ君は、今小、中学校の日本人の友達と

は全然連絡を取っていないとも言った。何年間一緒に勉強し、遊んできた友達なのに、学校



が一緒でなくなるから、友情もなくなるとはちょっと悲しいと感じた。日本人同士だったら、

違う学校を通う事になっても、友達は時々互いに連絡するだろう。外国人だから、互いの文

化や言語も違いので、コミュニケーションに壁が存在していて、互いの友情も弱くなるだろ

うと考えられる。多分多くの日本人がブラジル人はお金を稼ぐために日本に来たと思うか

ら、文化的交流はどうでもいいと思い込み、あまりブラジル人と関わりたくないになってし

まうだろう。しかし、今回の訪問によって、私は、ブラジル人の中では、多くの人がブラジ

ルの文化をもっと多く日本人に伝え、日本人に理解してもらえたいと感じた。彼らは、日本

とブラジルのかけ橋になり、両国の互いの理解を深め、両国に貢献しようと思っているよう

だ。従って、日本もより良い環境をつくり、彼らを暖かく受け入れるべきではないかと思う。 

 日伯学園の理事長が「言葉は重要なぶきである」ことを何度も繰り返した。彼女は、日本

人学校を通い続けるブラジル人がだんだんポルトガル語を忘れ、自分の両親とも上手くコ

ミュニケーションできなくなることに気づき、日本でブラジル人が通う学校が必要と感じ、

この日伯学園を成立したようである。学校では、日本語、英語の授業を除いて、ほかの授業

は全部ポルトガル語で行う。しかし、今度の交流の参加した学生の中で、ほとんどの人が日

本語より英語の方が上手ということをクラスメイトの感想から知った。ここで、私疑問を持

ったのは、なぜ日本語も英語も外国語と勉強していて、しかも、日本語をしゃべる社会環境

にいるのに、かえって英語の方が上手に喋られるのだろう。交流の中で、多くのブラジル人

が、彼らの日常生活ではほとんどの場合ブラジル人としか接触しないから、日本語がわから

なくでも上手く生きていられると言ってた。しかし、日本社会に生きていて、日本語がわか

らないとは、ちょっと違和感を覚えさせる。彼らは、自分をブラジル人の世界に閉じ込み、

自分のいる社会へ溶け込むようともしないやり方は、国際化しつつある日本社会には合わ

ないではないかと考えられる。もちろん、彼らがそうしたいからこうなるとは言えない。こ

んな状況になったのは、日本社会も何かの責任があると思う。 

 要するに、外国人と日本人の間の壁を取り除くには、言語の教育を重視するべきだ。それ



に、互いに寄り合おうとする思いが大事だと思う。 

 

ブラジル人学校への訪問について 

 

先週みなさんと一緒に群馬県の大泉町に行きました。 

最初のイメージは、大泉町にはブラジル人が多いということです。だいたい 10人に 1人

ブラジル人といったところです。大泉町で散策すると、道のあちこちにポルトガル語を見え

ます。スーパーに行っても、商品はほとんどポルトガル語で説明しています。だからこそ、

ここは日本ですけれども、異国情緒をたっぷり感じました。 

ブラジルの挨拶を聞いたそばから忘れてしまいましたが、非常に面白かったです。その後、

ブラジル人学校でブラジル人学生たちと交流しました。私たちと交流したブラジル人学生

は 3世です。父親は日系ブラジル人 2世です。母親はブラジル人で、日本語があまりできな

いですけれども、住んでいる大泉町にはブラジル人とポルトガル語ができる人が多いです

から、普段の生活には不便がないはずです。彼は日本よりブラジルの方がもっと自由だと言

いました。日本は便利で暮らしやすいですが、ブラジルはもっと楽しくて自由そうです。例

えば、日本社会の中に、初対面の時に礼儀が正しいというのは一番大切ですから、人々の間

も距離感を感じます。基本的に仲良しがすぐにできないです。ブラジルで礼儀が正しいかど

うかそんなに大切ではないですから、人々の距離も近いです。そして、彼が一番ありがたい

のは、日本で生まれて日本語ができるし、日本文化も感じるし、ブラジル人学校を通って、

両親と先生にポルトガル語とブラジル文化も教えてもらうということそうです。二つ文化

の体験ができます。 

最後に、私の感想です。多文化社会を目指している国は日本だけではなく、中国も、アメ

リカなどそうです。私は外国人留学生として日本人社会で生きることについて、一番強い感

じはやはり文化の違いです。人種・民族間の差別が全然ない国がないであろうか。ブラジル

人でも、中国人でも、朝鮮人でも、みんなの出身国はそれぞれですし、言語、文化、宗教、

習慣なども違います。同一国家内に異なる文化が存在した場合に、違いあっての社会で、不

安や偏見も生じるかもしれません。宗教・民族・人種あっての価値観、文化や伝統を尊重す

るのは一番重要だと考えます。原則面の問題ではない場合に、私たちはもっと優しくてあげ

たほうがいいと思います。また、様々な違いがありますから、多文化社会はもっと自由かも

しれません。しかし、ここの自由は何でも OKの意味ではないです。住んでいる国や地域の

法律を守ります。生活の習慣や文化を守るとは言えないですけど、尊重すべきと考えます。 

 

 

 



ブラジルタウンを訪問しての感想 

 

  私は今回ブラジルタウンを訪問して、日系ブラジル人や在日外国人の抱える問題を目

の当たりにしたように思います。それとともに、その問題を解決し、日系ブラジル人の可

能性を発揮できるようにするための考えや活動にも触れることができました。 

 私が日伯学園で話した人は日系ブラジル人 3 世でした。彼は日本で生まれましたが、幼

稚園の時に 3 年間、小学校の時に 2 年間家族でブラジルに行き暮らしていたそうです。一

般的には、祖国に戻って生活を送ることは、自らのアイデンティティを尊重し伸ばす利点

があると思います。その一方で、日本語習得に関しては大きな遅れにつながってしまうの

も事実です。彼は日本語がほとんど話せず、英語での会話でした。彼は、ブラジルは危な

いので戻りたくない、日本で暮らし続けたい、と教えてくれました。一般的に、日本語が

わからないと日本での日常生活は大変厳しいと思います。そしてその状況に直面したと

き、自分が純日本人ではなく、外国にルーツを持っていることを嫌に思うことにつながる

と思います。しかし彼は自分が日系ブラジル人であることを肯定的に受け入れているよう

に感じました。今まで日常生活で日本語ができなくて困ったことはほとんどないそうで

す。家族内言語も、学内言語もポルトガル語であるためというのはもちろんのこと、お店

に行っても英語で通じるから問題ないそうです。この日常生活で言語の障壁を感じないこ

とが、日系ブラジル人という自分のアイデンティティを大切に思えることにつながってい

るのだと思います。この点で大泉町の環境はとても良いものであると感じました。 

 しかし、実際社会人になって日本で自分のしたいことを見つけてやっていくには、やは

り日本語力も必要不可欠です。彼は医者になりたいと教えてくれました。しかし、日本語

ができないため進学が厳しいそうです。この問題は彼や、日伯学園の生徒だけではなく、

ほかの在日外国人にも当てはまります。学長さんの話にあったように現在の日本では、在

日外国人は言語習得に関係なく年齢相応の学年に入れられてしまうケースが多いのが現状

です。そのため授業についていけなくなり、進学できず、自分に自信を無くし、悪循環に

陥ってしまう可能性が大いにあります。また、在日外国人は日本にいるのだから日本の考

え、方法に従うのが当然だと考えている人もたくさんいると思います。そのため、公立の

学校ではその子が持つアイデンティティを考慮せずに日本語教育に力を入れるため、親と

うまくコミュニケーションが取れず、その先の将来に悪影響を及ぼしてしまうことも考え

られます。これはとても難しい問題で、これからよく考えていく必要があると思います。

しかし、これらの問題が解決できれば、日系ブラジル人や在日外国人であるということは

とてもプラスになるのは確かだということにも改めて気付かされました。 

 また、ブラジルの家庭料理はとてもおいしかったし、サンバ体験はすごく楽しかったで

す。ブラジルの文化は私たちから見ても素晴らしいもので興味が持てるところ、共感でき

るところがたくさんありました。日本人に同化させるのではなく、互いの文化の素晴らし

いところを認め合うきっかけとなる交流の場を積極的に設けている点で大泉町は国際理解



の先駆けと言えると思います。またその認め合って尊重できる環境を築いていくことが、

様々な問題を解決するために重要だと再確認できました。大泉町のような場所が少しずつ

広がっていくためにはどうしたらよいかをこれからよく考えていきたいと思います。 

 

 

ブラジルタウンを訪問して 

 

 私は今回大泉町を訪問して驚きがたくさんあった。まずはブラジル人学校。私はすっかり

生徒みんなが朝鮮大学校のように二か国語を自然に話せると考えていた。しかし、中には日

本語が分からない生徒も多いということを知って、そのような子供がいることを知られて

いない現状を課題と感じると共に、それでも暮せていける大泉町の凄さを実感した。また、

ブラジル人学校の生徒と直接交流して気づいたことは、自分の意思をみんなしっかり持っ

ているということだ。ブラジル人は陽気だと言われるが、ただ陽気なわけではなく、自分の

目標に向かって前向きに進んでいるのだろうなと思った。先生のお話もとても興味深いも

ので、いくら言語はコミュニケーションツールの一つだとしても、第一言語がその人にどれ

ほどの影響力を与えるのか、改めて考えさせられた。 

 そのあと訪れたブラジル料理はクセもあまりなく美味しかった。是非本場を訪れて食べ

てみたい。 

 そして、サンバ体験も実際に踊ってみると難しいもので、感心すると共にブラジル人の伝

統に対する情熱も感じた。 

 たった半日にも満たない滞在だったが、この経験を通してブラジルをより近くに感じる

ことが出来た。私はこの授業を受けるまで日系ブラジル人のことは知らなかったが、より多

くの日本人に日系ブラジル人のことを知ってもらいたいと思い、また、大泉町のようにコミ

ュニティーが上手く形成され共生できている社会があるということも広まってほしいと考

えた。留学生をはじめ、多くの在日外国人の多い東京は大泉町をモデルとして考え直せば、

外国人との共生をより良いものとできるだろう。 

 

  

 

群馬県大泉町を訪れて     

 

私は群馬県大泉町を訪れて多文化共生の難しさを改めて感じた。 

初めに訪れた日伯学園では、自分が想像していた日系ブラジル人学校と異なっていて衝撃

を受けた。とても短い時間だったが、私たちは 16-18 歳くらいの日系の方たちと交流でき

た。現地に行くまで私は、生徒は日本語はできるけどあまりポルトガル語は使わない、とい

う人が多いのかと想像していた。しかし実際は異なっていて日本語の方が話せない人もい



た。私が話した男性は３世で、日本語が苦手と言っていた。彼の生まれは日本だが３歳まで

ブラジルにいて、４歳から日本に住んでいるそうだ。日本にいる期間の方が長いのに、母親

ともポルトガル語で会話をしていて母語はポルトガル語だとはっきり言っていた。確かに

彼に質問をしていると「分からない」という答えが多くあり、日本語がうまく理解できない

ように感じられた。外出先でも、特にためらいなどなくポルトガル語を使用しているそうだ。

やはり食事もブラジル料理の方が好きらしく、フェイジョンを教えてくれた。日本の公立学

校と民族学校だったら民族学校を選ぶと言っていて、この日伯学園にいやなところは特に

ないらしく学校を気に入っているようだった。一番驚いたことは、将来彼はカナダでグラフ

のデザイナーになりたいと考えていて、そのため日本語よりも英語が得意らしく(将来のた

めにも)日本語よりも英語を重視しているようだった。私は日本語かポルトガル語かの選択

肢しか考えていなかったので驚いたが、彼以外にも同じように日本語より英語の方が得意

な人はいた。全体として彼の姿からは日系として日本人の誇りを持っているようではなく、

日本に打ち解けていない部分もあるように感じられた。将来はカナダもしくはブラジルで

就職したいと答えていて日本という選択肢がなく悲しく感じた。しかし、ここで私は大泉町

に到着する前にバス内で行った日系ブラジル人の立場で会話を行ったグループワークを思

い出した。日本人の、外人に対する消極的・他国の文化を尊重しようとしない態度が彼のよ

うな日本に対する考え方を生んだのではないかと思った。外人を温かく迎えることができ

ない日本人の態度に課題を感じると共に、日本人とブラジル人の間に壁を感じた。 

日伯学園の校長である高野先生のお話しも印象的だった。彼女が特に重要視していたのは

「日本語とポルトガル語の両方ができて初めて社会の役に立つ」ということだった。「言語

からモノの考え方が生まれるので言語は大切・武器である」と彼女はおっしゃっていた。親

の仕事の都合で日本に来て、日本語ができずに落ちこぼれとして授業で置いていかれる人

や逆にポルトガル語が話せなくなる人。そのような人が大勢いる中で彼女は両方ができる

ことが大切だと思い、日伯学園を建設したそうだ。私は高野さんの考えをとても素晴らしい

ものだと思った。バスでやったグループワークに登場した日系ブラジル人１世は「日系人だ

けが外人の中でどんな職業につくことが認められている、何を言われたとしても我慢すべ

き」と述べていた。その人は日本で生活するために多くのことを諦めているように感じられ

た。これでは“多文化共生”は出来ていない。日系ブラジル人に日本の文化を押し付けてい

るだけである。高野さんの考えはその１世の人のものとは異なっていた。「自分の国のアイ

デンティティも失わないようにする」、そのことが素晴らしく思えた。日本語のみを学び日

本文化を黙って受け入れるのでなく、日本語を学ばずポルトガル語のみを学び頑なにブラ

ジル文化を押し通すのでもなく。お互いを尊重して両方を学ぶ。その姿勢はまさしく“多文

化共生”だと思った。 

日伯学園の後に行ったブラジル料理レストランでは、ブラジルの家庭料理をお腹いっぱい

味わうことができて嬉しかった。学園で紹介してもらったフェイジョンやお肉が特に美味

しかった。食事の後に大泉町観光長がお話ししてくださったが、やはり日系人に対する差別



はまだあることが分かり日系人の苦労が感じられた。そのあとのサンバ体験では腰をふら

ないことに驚いた。 

日頃体験できないことがたくさんできた充実した１日だったが、まだまだ多文化共生のた

めの課題は多いと思った。今度は家族や友達と訪問してこの問題について考えていきたい。 

 

 

 

ブラジルタウンを訪問して 

                          

高校の時、授業の中で群馬県大泉町のことを初めて知りました。そこにはブラジル籍の人を

はじめ、多くの国籍の人々が住んでおり、多文化共生の例として取り上げられていました。

しかし今回、実際に大泉町を訪問して、多くの文化が共存している社会を知れたのと同時に、

日系人の人々が抱える問題について考えるきっかけとなりました。最初に訪れた日伯学園

では、日系人の親を持つ２世 3 世の子供たちが在学しており、私たちはジュニア（高校）の

生徒と交流しました。生徒の中には日本人学校に通っていた生徒や、独学で日本語を学んだ

生徒もいましたが、その中には日本語がうまく話せない生徒も多くいました。「日本語、母

国語両方喋れて初めて日系人としての価値がある。」日伯学園の高野校長先生はそう述べ、

両方の言語習得が学校の方針であるといっていました。しかし、日系人という小さいコミュ

ニティの中での生活のせいもあるのか、日本語習得の面でまだ問題があると感じました。個

人差があるのは当たり前で仕方のないことですが、学校としてもより日本の学校との交流

を増やしたり、地域の外に目を向ける（例を挙げるなら、朝鮮大学校の学生の日大生へ向け

た取り組み）ことで、自らの存在を伝えると同時に、生徒たちの日本への関心も深まるので

はとないかと思いました。次のブラジル料理ビュッフェ、サンバ体験は直接体験することで

食文化、民族芸能が異文化理解のための効果的な道具となりうることを実感しました。 

 また私自身、今回の訪問の中でも大泉町の町長さんの話の中に多文化共生の大きなヒン

トが隠されていると思いました。彼は、「外国人の人を助けたくて、親切にしているわけで

ない、様々な文化が共存する社会でひとりひとりが住みやすい町づくりを目指しているだ

けだ」と述べていました。結局は、文化の違いよりも一人の人間としての存在が重要、私は

そのように解釈しました。 

 

 

 

ブラジル人学校訪問感想文 

  

2015年6月25 日にブラジル学校を訪問して来ました。以下の感想文を述べたいと思います。 

 



1．高校生との交流会 

ブラジルタウンにあるブラジル学校へ訪問する前に、ブラジル学校は、普通の日本学校とは何

か違うか、高校生がどのような学校の生活をしているかを知りたかったです。 

ブラジル学校の生徒たちはみんな日本語の授業も受けているそうです。上手に話せる生徒が

いるようですが、あまり話せないのもいます。実は、彼らが海外の外国人日本語学習者と違って

日本人と接する機会があるので、うまく日本人とコミュニケーションをとりやすいと私は思い

ます。しかし、交流会の時の対象者は日本語があまり話せなかったです。彼は例外かもしれませ

んが、家族のメンバーと母語でコミュニケーションをとったり、日本人友達もほとんどいないそ

うで、日本語を使うチャンスが少なくなってしまいました。買い物の時日本語を話しながら手振

りを使っているそうです。クラスメートとの場合は普通に母語で話し合っていると聞きました。 

日本に滞在している外国人に対しての問題は、様々あると思いますが、言語（日本語）は大き

な問題だと思います。日本人とコミュニケーションがうまくできないと、日常生活に大変影響を

与えるし、文化交流などはうまく進まないため、どんどんその人たちが日本社会を離れてしまう

だろう。もちろん同時に両方の言語を学ぶのは大変かもしれませんが、その苦労どおりに、未来

のいい経験になれるし、特に言語の問題がなくなったら、日本で安心して生活できるようになる

だろう。母語を大切にしたいとしても、滞在しているその国の言語をちゃんと話せるようになっ

たらいいと思います。 

 

2．ブジラルの家庭料理 

ブラジルタウンでブラジルの家庭料理が食べられて本当に良かったです。初めてのですが、口

に合っていっぱい食べました。野菜と肉の料理がたっぷりあって、健康的なものだと感じました。

カンボジアと離れている国ですが、料理の味はそんなに違いないと感じました。 

 

3．サンバーレーセン 

サンバーはテレビで見たことがあるけど、見た目で簡単にできそうですが、実際にやってみる

となかなかできなかったです。サンバーは基本のルールができたら、その後自由に気分・気持ち

通りに踊ればいいと聞いてびっくりしました。自由に踊れる前に、基本の踊り方ができるまでは

難しいと思います。体の動きが早ければ早いほど気持ちが良くなり、体が自由に動いていたと感

じました。特におしゃれな帽子をかぶって踊ったらもっと美しくなると思います。 

 

 

 

 

 

多文化共修科目 A  ブラジル人学校の感想文  

 



初めに、日伯学校を訪問した。この学校は私が想像したより小さいだった。最初に訪問した

朝鮮学校のように大きくて、普通の学校みたいな学校だと思った。小屋から構成されるし、

学校であるのを知らなかったら、学校であるのも見取らなかった。 

でも、ブラジルから来た学生との話はとても面白くて、勉強になった。私が話した女性の学

生は子供の頃日本に来たが、今にも日本語をよく話すことができない。理由は常に家族達と

ブラジル語で話すし、日本の学校に通うことがなかったと言った。そして、だいたいの友達

は彼女と同じにブラジル人だそうだ。つまり、日本の生活が難しいそうので、彼女はいつか

ブラジルに帰ろうと思っている。 

ブラジル人の学生との会合の後、ブラジルレストランに行った。料理はすごくおいしくて、

洋食みたいな食事だと思う。この食事を食べたとき、来日したから初めてホームシックの気

持ちを感じた。でも、ブラジルの食事をよく楽しめることができた。 

次に、サンバレッスンもあった。実は、私がスポーツなどが大好きにもかかわらず、食事を

食べた後にダンスレッスンに参加することは私にとってちょっと難しいだ。食べるの前に

スポーツレッスンを行ったらいいだと思う。サンバは面白そうだが、ちょっと気分が悪くな

ったから、あまり楽しかった。 

最後に、ブラジルらしい食べ物や服を売る店に行った。バスでもらった資料によるとこの店

は大きくて、商品がいっぱいあると思ったけど、現実の様子が私の想像に違った。それにし

てもいいブラジルに売れる食品の概観をもらった。私が買ったブラジルのお菓子が本当に

美味しかった。 

このツアーを案内した二人のブラジル人の女性がいつも丁寧し、日本語もペラペラ話すし、

私達と話すのが好きだそうだった。このツアーに合ったブラジル人は一般に上機嫌だった

ので、面白かった。日本人に対して明けっ放しの人間だそうで、ブラジル人に話し合うのほ

うが好きだと思う。 

つまり、このツアーは楽しくて、ブラジル人の日本での生活を勉強することができた。そし



て、私も日本に住んでいる外国人だが、留学生だので、私と日本で働いているブラジル人の

生活の違いも分かった。 

 

 

ブラジル人学校を訪問して 

１ブラジル人学校訪問と交流会 

私は、当日ブラジル人学校につくまで、日本の学校と同じような校舎だろうと思っていた

ので、到着してプレハブの校舎だったのが、まず最初の驚きでした。それから、幼稚園か小

学校低学年くらいの子どもたちが、音楽に合わせてすごく楽しそうに踊っていたのが印象

的でした。ブラジルっぽいなと思いました。 

 その後の交流会でわたしは日系三世で１０歳くらいの時日本に来た１９歳の方とお話し

しました。私はバスでのディエゴの物語を読んでいたので、ブラジルに帰りたいと思ってい

るのだろうと思って質問したところ、日本の方が安全だしいいと言っていたので驚きまし

た。逆にブラジルの良いところはと尋ねると、みんな明るくて騒がしいところがいいと言っ

ていました。また、日本にきて、語学で苦労しただろうと思っていたのですが、日本語を学

ぶのは楽しかったといっていて、すごいと思いました。また、私はブラジルといえば、ラテ

ン系のにぎやかで、みんな明るく騒がしい感じのイメージがあったのですが、意外とみんな

シャイだったことに驚くとともに、結構自分のなかに固定概念があったのかなと感じまし

た。民族や国によって、人間性にある程度の共通性が見られるにしても、人は一人ひとり違

うものなのだと改めて実感しました。 

 

２ブラジル料理、サンバ体験、その他 

お昼のブラジル料理はすごくおいしかったです。見るだけではなくて、味覚を通して文化

を感じれたと思いました。プリンがすごく甘かったのですが、それはコンデンスミルクが入

っているからだそうで、ブラジル特有のものだと、ブラジルに留学した姉が言っていました。

やはり、同じような料理でも、国によって違うのだと思いました。 

 それから、サンバ体験では体を動かすことによって、身をもって文化を感じれたような気

がします。インストラクターの方が、日本人にとってはサンバのリズムは馴染みがないため

すごく難しいとおっしゃっていて、その通りだと思いました。ただ腰を動かいてうだけだと

思っていたら、あんなに高速で足を動かしていて驚きました。難しすぎて、正直ついていけ

なかったです。でもすごく楽しかったです。 

 また、町内をバスで移動していた時に、ポルトガル語の標識が多く、日系人同士はポルト

ガル語で話しているのを見て、ここはブラジルだなと思いました。大泉町の存在がもっと日



本各地に広まって、より外国人や日系人の人々が住みやすい日本を作っていきたいと思い

ました。  

 

 

 

 

群馬県ブラジル人学校見学感想 

 

先週の木曜日、多文化共修科目 A の皆さんと一緒に群馬県のブラジル人学校で見学しまし

た。これは、私今までに行った日本の町の中で一番遠いの所です。バスの窓から外の景色を

見えましたので、気持ちはとても良いでした。 

まず、日伯学園に行きました、校舎を参観しました。日伯学園には幼稚園から高校までのク

ラスがあります、子どもたちは元気な姿で体操をしました、学生たちは教室に勉強をしまし

た。私たちと交流したのは、ブラジル人三世四世の高校生たちでした。色々な問題について

討論しました、ブラジル人学生たちの感想と意見を聞きました。在日ブラジル人の学生たち

は日本の大学入試試験を参加することができます、それは本当にいい点だと思います。 

次に、ブラジル料理屋へ行きました、美味しいブラジル料理を十分に食べました。料理屋の

店員は 2014年ブラジル FIFAの服を着ていたことを気づいました。日本に住んでいますが、

自分の国に対して、誇りを持っています。そんな感情はとても大切だと思います。 

そして、群馬県のブラジル町の歴史を紹介されました、機会があれば、もう一回行きたいで

す。その後、ある博物館に行きました、サンバの基本的な動作を勉強しました、ブラジルス

タイルの帽子をかぶて写真を撮りました。 

最後に、ブラジルスーパーで買い物をしました。私はブラジルのお茶を買いました、母にあ

げるつもりです。 

要するに、啓発的な見学だと思います。 

 

 

ブラジル人学校の訪問 

 

６月２５日に群馬県の大泉にあるブラジル人学校を訪問しました。８時から１０時の間

はバスに乗りながら授業を受けました。その授業では、日本に住んでいるブラジル人の文化、

生活の問題などをより理解することができるように、日本に住んでいるブラジル人の家族

についてのロールプレイングをしました。それは非常に楽しかったです。 

１０時頃にブラジル人学校に到着しました。二人のブラジル人の女の子が私たちを案内

してくれた後、ブラジル人の生徒と交流しました。私はパウロという１７歳の男の子と交流

し、パウロの生活について話しました。パウロは１４年前に家族と一緒にブラジルから日本



に来て、大泉に引っ越しました。その時からブラジル人の幼稚園に通うようになり、学校に

も通いました。隣の家族もブラジル人で、友達もブラジル人で、大泉にも多くのブラジルの

スーパーなどがあり、パウロもパウロの両親も日本語が話せなかったのでいつもポルトガ

ル語で話していました。１４年間も日本に住んでいるのに、日本語があまり話せず、最近ま

でパウロは日本語を勉強することにもあまり興味がありませんでした。それを聞いて私は

非常に驚きました。そんなことは無理ではないかと思いました。パウロはいつもブラジルの

文化で生活しており、ブラジル人がそばにいたので日本語を話す必要がなかったそうです。

しかし、今はパウロが高校を卒業した後で日本の大学に進学したいと思っているので日本

語を熱心に勉強しています。パウロと交流するのは私にとって一番楽しかったです。   

その後、ブラジル料理のレストランに行きました。そこで様々なブラジル料理を食べました

が、どれも非常に美味しかったです。最初に案内をしてくれた女の子がその時に、大泉に住

んでいるブラジル人とそのブラジル人たちの文化について発表してくれて、私は様々な新

しい知識を得ました。   

次にサンバという踊りの練習をしました。私にとってサンバをするのは初めてだったの

でみんなと一緒にサンバを踊るのは面白かったです。   

最後に、ブラジルの商品が売っている二つのスーパーに行き、まだ知らなかったブラジルの

美味しい食べ物を買うことができました。   

その日にブラジルの人、文化、習慣についてなど多く学び、みんなと良い時間を過ごし、

本当に良かったと思います。 

 

 

私は、ブラジル人学校、そして群馬県大泉町はブラジルタウンを今回訪問したことで、普通

に暮らしているだけでは決して見えてこない新たな視点を持つことができました。 

まず、ブラジル人学校では、17 歳の男の子にインタビューしました。彼は 10 歳で来日し、

以来 1 度もブラジルに帰ることなく過ごしています。彼は日本の専門学校に進学し、日本

の自動車工場で働きたいと言っていました。また、日本のほうが治安がいい、日本のほうが

物価が高いなど、日系人ならではの意見をたくさん聞かせてくれました。10 分ほど話した

のち、理事長先生からお話をいただきました。先生は、自身がブラジルに行ったとき、年齢

によってクラスをわけるのではなく、習熟度別にクラスをわけるやり方によって大変助か

ったとおっしゃっていました。日本でも塾ではふつうですが公立学校では実現するのが大

変難しいシステムだと思います。さらに先生は日系人である彼らのアイデンティティにつ

いてバイリンガルであること、もしくはそうなりやすいことを強調してらっしゃいました。

言語は武器になる、この言葉は私にとって大変感銘深いものでした。また、このことはあと

で友達と意見交換をしたときに知ったのですが、私がインタビューした男の子は、周りの人

たちの意見を聞く限りでは、大変上手に日本語を操っていました。両親も日本語が上手らし

くその影響が大きいのだろうということでした。ほかには日本語がほぼ話せない子、ポルト



ガル語より日本語がうまい子、英語も上手な子など、家庭の事情によってさまざまでした。

個人的にはブラジル人学校であり、日本の中にいるのだからもう少し日本語教育に力を入

れていく必要がある気もしました。 

ブラジルタウン全体としては、日系人またはブラジル人が全く日本語を知らなくても生活

できる場所であると改めて分かりました。ブラジル料理レストランや、ブラジルショップ、

看板がポルトガル語で書かれていたりと、可能な限り日本で暮らしているということを感

じさせないようにする、またそれによってストレスを軽減する狙いも見えました。 

大泉町ではブラジル人はじめ Non-Japanese が非常に多いため、日本にいるのにわれわれ

日本人がマイノリティであるような錯覚を受けました。このような場所が日本にあること

は必ず世界と日本をつなぐ大きな架け橋になっているはずです。とてもいいフィールドワ

ークでした。 

 

 

ブラジル人学校訪問  

 

通信や交通の発達に伴って世界のグローバル化が進むにつれ、日本国内にいても、 外国人

を目にする機会は増えてきた。上京して大学に入学してからはコミュニケー ションをとれ

る機会も増えて、外国人という存在がますます身近になってきたよう に思う。以下、群馬

県大泉町のブラジルタウンを訪問した際に学んだ事や感想を述べる。日系ブラジル人の国

籍は日本だが、その多くの子供が日本語だけでなくポルトガ ル語も勉強するためにブラジ

ル人学校に通っている。私と席の近かった１８歳の女 の子はブラジルと日本のハーフの母

親を持ち日本語も少し話せていた。中には日本 語検定一級を持っていて、日本の大学に進

学できるレベルの生徒もいた。難しい話 は英語で伝えてもらったが、ブラジルは日本より

治安が悪く、仕事も日本の方が好 条件なため将来祖父母が住むブラジルで働くつもりはな

いと言っていた。また、日 本にいてもブラジルにいても「外人」扱いされる辛さも語って

くれた。理事長は「日 系ブラジル人として日本語とポルトガル語両方の言語を身につけ、

それを将来武器 として社会で生きていってほしい。また、２つの言語を学ぶことで異なる

2 種類の 思考が身につくため、日本人の性格の良い点とブラジル人の性格の良い点を兼ね

備 えてほしい。」と話していた。「ブラジル人は NO から始まる」と言われるほどブ ラジル

人はタフで根性があるのだという。私は残念ながら現在ポルトガル語を習っていなければ、

今後喋れるくらいまでに習得する機会もないかもしれないが、その 芯の強さは見習いたい

と思った。昼食はビュッフェ式のレストランでブラジルの家 庭料理を楽しんだあと、町の

会長さんのお話を聞いた。大泉町は人口の１５％を仕 事を求めてやってきた外国人やその

子孫が占めており、そのうち３分の２を日系ブ ラジル人が占めている多文化共生の町だ。

昔はブラジル人とコミュニケーションを とると、他の日本人から「なぜ外人を助けるのか」

と言われることもあったらしい が会長さんは「外国人だから助けるのではなく、人として



ブラジル人を助けるのだ。」と言っていた。その言葉に、隣の外国人と共生していくための

ヒントがある ように感じた。 

 

 

ブラジル学校 

 

 

  今回のブラジル学校は前の朝鮮大学校のと違っています。一番の違いさは言語の問題

だと思います。なぜなら、ブラジル学校の学生は日本語が上手な子と全然話せない子と半分

ずつ別れています。私は日本語があまり話せない子と同じグループで、幸いに英語で通じま

したが、同じグループの日本人の学生はあまり話せなかったです。 

言語の問題は環境にも関しています。ブラジル学校の所在地は大泉町で、完全に外国の

ような所で、圧倒的に外国人の住民は多く、日本人の店が少ないです。ここで暮らして、日

本語ができなくても困ることもありません。 

  比較的に前回の朝鮮学校の学生は日本各地からここに、小さい頃は朝鮮学校で勉強し

ても、韓国語と朝鮮語だけでもなく、ここで暮らすため、ある程度な日本語ができないとい

けないです。そのため、ブラジル学校では今一番強調しているのは言語の問題です。今回の

訪問の形式はちょっと予想外でした、時間もちょっと足りなかったから、深く知ることがで

きないでした。 

  昼ごはんと午後のブラジルの文化体験は私にとって、すばらしい経験だと思います。ブ

ラジル料理は安くて、おいしい、東京では食べれないかもしれません。午後のサンバは難し

いけれど、面白かったです。今回の体験を通して、サンバはどういうダンスかを理解しまし

た。本当に先生を感謝しています、先生のお陰で、いろいろなこと勉強させてもらいました。 

 


