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地球のステージ ありがとうの物語  

映画上映会と佐藤威一郎監督トーク会を終えて 

研修・講演会実行委員会委員長  齊藤 広子 

 

⋇ 日本中の子どもたちに、この映画を見てほしい！ 

⋇ 小・中・高校での映画会を望む。子どもたち、孫た

ちにぜひとも見せたい！ 

⋇ 息子には、どこの国でも戦争が無くなるように教え

ながら育てていきたい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等々、この映画をご覧になられた方々の声にも、「未

来を託する子どもたちに、この映画のメッセージを伝え

たい。」という思いを強く感じた。 

「戦争はなぜなくならないの？」のテーマを追いなが

ら、東ティモールで家を焼かれテント生活を続ける兄弟。

貧困にあえぐフィリピンで、両親に置き去りにされた兄妹

がたくましく生きている姿。大虐殺の後の地雷原が残る

カンボジアで左腕を失った少年が社会で働ける道を探

っている姿。戦争や暴動等逆境にめげずに生きる子ど

もたちの姿が、この映画の大きな見所となっている。 

平和な日本の子どもたちに、「大切なものは？」と聞く 

 

と何と答えるのだろうか。パレスチナの少女は、「自由」

「安全」と・・・。 

「ありがとうの物語」は、山形市の現役の精神科医、桑

山紀彦さん（４５歳）が、カンボジア、東ティモール、フィリ

ピン、クロアチア、パレスチナなどで、献身的な医療活

動をされ、傷ついた子どもたちの心のケアを追ったドキ

ュメンタリーである。桑山医師は、先般のイスラエルとパ

レスチナの紛争の際、ガザ地区に入り、医療活動を行っ

た唯一の日本人医師として、ＴＶなどでも紹介されてい

た。 

正に「地球のステージ」で、桑山医師は、出会った

人々とふれあい、励まし、医療活動を実践されている。

さらに、自作の曲が、ギター演奏と共に爽やかな歌声で

流れると、子どもたちの表情が一段と輝き、私たち観客

までもが癒されるという今までにない感動を与えられた。 

映画を鑑賞された方々の中には、ご自分の戦争体験

を想い出され、「奥歯を噛みしめて観ていた。」「体験を

想い出し、胸が詰まった。」などの声も寄せられていた。

戦争の悲惨さを、後世代に語り継ぐ大切さと、さらに、世

界で起きている様々な紛争、矛盾や貧困に目を向けて

いく事が、世界の平和を考える上での第１歩となるので

はないだろうか。 

この映画は、佐藤威

一郎監督が、４ヶ月

の現地リサーチに基

づき、２年間をかけ

て完成させた渾身の

作品である。NHK在

職時代に数多くのド

キュメンタリー作品を 

手がけた監督ならではの、人に対する優しさあふれる

映像と共に、トーク会を展開していただいた。 

今回の企画が、地球のステージで懸命に生きている

人々に想いを寄せるきっかけになってもらえれば、幸い

である。 

☆ みなさまのご協力に心より感謝申し上げます。 

八王子国際協会 
第 5号 2009年 4月 28日 
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フィンランドの話          ２月２２日（日）実施 

 今回のゲストは日本在住

２０年以上のフィンランドの

主婦（民族衣装がお似合

いの素敵なお母さん）でし

た。自然の豊かな森の国、

フィンランドの一般的な話

から、四季折々の見所や 

イベントを、スライドを使って紹介して頂きました。 

フィンランドは高福祉国家というイメージはありました

が、税金を４０％も払っていると聞き驚きました。その代

わり１７才までは医療費は一切かからず、教育も充実し

ており大学まで無料で進学でき、どんなに小さな村にも

図書館があるそうです。子供が生まれると、国から、１年

間使うオムツ、ソックス、洋服、オーバーコート等が入っ

たプレゼント箱が支給され、その箱はそのままベッドに

なるとのことでした。 

男性、女性の差別はほとんど無く、「彼」、「彼女」とい

う言葉もないので、話の前後から判断するそうです。大

統領も女性、国会議員も半数は女性だそうです。日本

ではまずあり得ない事だと思いました。その他感銘を受

けた事は次のようなものでした。 

・ 森は教会であり、神様であると信じ、森を大切に

している。 

・ フィンランドの空気は世界で一番きれい。 

・ お父さん達は皆早く家に帰る。（耳が痛い） 

最後にリタさんは、オーロラを見に来る観光客も多い

が、自然を満喫できる「夏」がお勧めだと強調していまし

た。森の恵み（マツタケやベリー類）は自由に採って良

いことになっているそうです。釣りも出来るし、夏の夕日

は最高！だそうです。 

質疑応答も活発になされ、楽しいひと時を過ごすこと

が出来ました。アンケートには３５人の方からご協力頂き

ました。ほとんどの方から高い評価を頂きましたが、もう

少しゆっくり、広い部屋で聞きたかった、というご意見も

数人の方から頂きました。    

次回はトルコの話をご紹介します。 

実行委員長： 平澤 徳久 

 

 

 
 
外国につながる子どもたちの現状と課題 

講師： 高橋 徹 氏 

多文化共生教育ネットワークかながわ 

     ３月１日(日)14：00～16：00 

 多文化を背景にした在住外国人の子どもたちがおか

れている環境は、学校での受け入れ態勢・いじめ・差

別・家庭支援の必要性など、さまざまな悩みが山積で

す。 

 講師の高橋徹氏には、多文化共生教育ネットワークか

ながわ代表、また高校の教師として、長年にわたる経験

とそれらの対応等について話を伺いました。 

 神奈川県の２００７年の外国人登録者数は１７万人近く

にのぼり、県立高校での外国籍生徒は在籍ベースで約

７００人に達するとのことでした。こうした子どもたちの抱

えている問題は、ひとことで言えば差別と排外主義で総

括できるようです。 

 子どもと親の母語や母文化が否定的に扱われたり、価

値観の違いを過小評価されることがよくあります。さらに

日本社会の価値観を理解することを求められるような環

境、親の言語能力、子どもの言語能力、保護者と学校と

のコミュニケーション、中学生の受け入れ拒否問題に表

れた教育制度の問題など、高橋氏が中心となって取り

組んでいる複雑かつ困難な課題をわかりやすく説明さ

れました。また、無国籍児童や在留資格のない子どもた

ちに対する日本の外国人管理、入管制度が絡んだ問

題などもあることを述べられました。 

 こうした問題への対応として子どもたちに馳せる思い

は、▼全体論的にとらえる人間観▼異質なものとの出会

いは軋轢を生じる▼ゴミの捨て方から始まる、隣に住む

外国人との近所付き合いへの努力、などがあげられまし

た。共生していくことの大切さやバイリンガル教育の重

要性などを、改めて感じさせられることでした。 

 最後に、出席者全員がグループごとに分かれて、講

師から提案された１１の事例を課題として対応策を討論

し、その結果をグループ代表が発表するワークショップ

は、ユニークで貴重なものでした。 

 

 

国際ボランティアの基礎知識と心構え 
           講師： 田中 阿貴 氏 

多文化共生センター東京 事務局長 

3月 22日(日)14：00～16：00 

 

 「知識」から「知恵」を産み出すために為すべきこと 

                       会員 川島吉雄 

 多くの日本人は、外国人を異質と感じ、彼らの生き方

とか文化を受け入れ難いようです。そのため、外国人の

中には疎外感を味わい、社会的に孤立している方もい

るようです。さらに、日本人が享受している基本的な人

権も損なわれがちとも聞いています。 

 今回の講話は、経験豊富な講師が、その活動経験を

踏まえ、問題提起すると共に、国際ボランティア活動とし

て、私達が辿るべき道筋を示唆するものでした。 

 講師のプレゼンの後、参加者は数名ずつのグループ

研 修 
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日本語ボランティア養成講座 

 

に分かれて、事例研究としてのワークショップが開催さ

れました。 

 事例は、数年前に一部地方で報道された、東南アジ

ア人の小５女児の校舎からの飛び降り事案でした。何故、

どのような背景に起因するのか、について多様な角度

から探り、どうしたら防げるのかについて、より具体的に

話し合いました。 

３０分程の話合いの後、各グループ代表からの発表が

ありました。 

 私達のグループでは、直接の責任を教育現場に押付

けるだけでは、本質的解決にならない、との観点から、

私達に何が出来るかについて、想いを述べ合いまし

た。 

 とはいうものの、実効性を伴う具体策となると、特効薬

みたいな案は思い浮かばす、帰結としては、草の根レ

ベルで地域社会等で機会ある毎に声を大にして取り上

げ、辛い立場にいるご近所の外国人に声を掛け支えて

いくべきである、というものでした。 

 そのためにも、国際ボランティア活動家が太くネットワ

ークを張り、情報交換を活発にして「知識」を結び、「知

恵」を産み出してゆくことが肝要であり、そのための仕掛

け作りが急務であるとの結論を得ました。 

 

 

  

 

 就職活動を開始した留学生に、八王子の企業も就職

先であることを認識してもらうとともに、今後の就職活動

にあたり、留学生が十分理解しておく必要がある就職に

関する知識や情報を提供した。講師に対する質疑も多

く、受講態度は真剣そのものであった。工学系の学生

は八王子の企業への就職にも関心を示していた。 

 平成２１年３月８日、１５日の２日にわたり実施した。 

 

 

 

 

 

３月７日から４月１８日(土)午前１０時～１２時、

全６回、(社)国際日本語普及協会（AJALT）の講師

による日本語ボランティア養成講座｢実際の場面を

大切にした日本語の教え方｣を実施した。 

２１名の受講生が５つのグループに分かれ、地域

に合った教材を作成するための web 素材集『リソー

ス型生活日本語』からテーマを選び、日本語支援の

ための教材ファイルを作成。その教材ファイルを使

って外国人ゲストに模擬授業を行うなどした。 

初めは緊張していた受講生と外国人ゲストだった

が、自己紹介などをして次第に気持ちもほぐれ、活

発で和気藹々とした授業展開となった。受講生には、

それぞれの現場で、この講座で得た知と技を実践へ

と生かしていくことを期待したい。 

 

 

理事会での決定事項をご連絡 
 

理事会で審議決定した事項をご報告いたします。 

○ 現在の各実行委員会が、平成21年度も継続して活

動することが承認された。多くの会員に実行委員と

して参加してもらうため、１人１実行委員会の参加と

するが、１０月に開催予定の国際交流フェスティバ

ルは、多数の会員が参加しすすめていく必要から、

原則は適用としないことになった。       (２月） 

○ アクティブライン八王子から団体会員の加入申込が

あり、承認した。                  (３月） 

○ 団体会員との共済事業について決定、団体会員あ

て案内することとした。              （３月） 

 

 

 

 

 

 

    

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

２月２８日、３月２８日、４月２５日（土） 
  13：30～15：30 クリエイトホール 図書館 2階 

 講演「外国につながる子どもたちの現状と課題」 

３月１日（日） 14：00～16：00 
於：学園都市センター12階 第 1セミナー室 

 日本語ボランティア養成講座 

３月７日(土)～全６回 10：00～12：00 

 留学生のための就職支援セミナー 

 ３月８日(日)、１５日(日) 13：00～17：00 

 専門家による外国人個別相談 

３月１４日（土） ４月１１日（土） 14:00～17:00 

 世界の料理 フィンランド 

３月１５日(日) 1１：00～1５：00 
於：クリエイトホール 調理室 

 映画と講演 「地球のステージ ありがとうの物語」 

３月２１日(土) 18：30～21：00  
於：学園都市センター１２階 イベントホール 

 国際ボランティアの基礎知識と心構え 

３月２２日（日） 14：00～16：00  
    於：学園都市センター１２階 第５セミナー室 

 バンブーダンスでフィリピンを知ろう 

    ３月２８日（日） 14：00～16：00 
    小・中学生歓迎  於：川口市民センター体育館 

 世界の人とふれあいタイム  トルコの話 

４月２６日（日） 13：30～15：30 
 

これまでの活動報告 

八王子国際協会 (愛称)地球市民プラザ八王子 

からのお知らせ 

留学生就職支援セミナー 
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 絵本の読み聞かせと遊びの会 
５月２３日（土）、６月２７日（土） 
  13：30～15：30 クリエイトホール 図書館 2階 

 専門家による外国人個別相談 
５月９日（土）、６月１３日（土） 14:00～17:00 

 平成２１年度 総会 
５月２４日（日） 14：00～16：00  

学園都市センタ-12階 第１セミナー室 

 世界の人とふれあいタイム  コロンビアの話 

６月２１日（日） 13：30～15：30 

 米国アイダホ州ボイシー州立大学、教授と学生が

研修視察で市内小・中学校を訪問 

６月２２日（月）～６月２５日（木） 
 

※特に記載がない場合、会場は地球市民プラザ会議室です 
 
 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

 

 

 

 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◉日本語教室  
 生涯学習センター(クリエイトホール) 

 ℡：０４２－６４８－２２３２ 
 八王子にほんごの会 

URL: http://nihongonokai.com/jp/ 

 八王子国際友好クラブ 

    URL:http://hiug.jp/hifc/ 

◉子どもの学習支援 
世界の子どもと手をつなぐ学生の会（CCS） 

URL:http://www.ccs-ngo.org/ 

  多文化学習室八王子（TGH） 
℡：０４２－６２７－９３０４ 

◉子どもの日本語支援 
   八王子にほんごの会 

URL: http://nihongonokai.com/jp/ 

◉絵本の読み聞かせと遊びの会      
エンドウスタジオ 

  http://homepage3.nifty.com/endos_studio/index.html 

◉外国人のためのパソコンの相談・学習支援 
  情報ボランティアの会（八王子） 

URL: www.ivh-jp.org  

◉アジア･ディスカッション･フォーラム 毎週火曜日 18：00 

 アクティブ・イングリッシュ       毎週木曜日 18：00 

  アジア青年会 ℡：０９０－６１６４－２８６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２・３月のサポートデスク実績報告 

２月  相談件数４０件（労災・ビザ・学校教育他） 

相談人数４０人（日本・中国・韓国・フィリピン・

アメリカ・ブラジル・ペルー・ロシア・ 

イラン・ネパール・パキスタン・インド・

台湾・エストニア） 

３月  相談件数４８件（学習支援・学校教育・仕事・

ビザ・他） 

相談者数４８人（日本・中国・韓国・フィリピン・

ペルー・ブラジル・インド・アメリカ・ 

 ネパール・マレーシア・イギリス・ 

 アルゼンチン・タイ） 

 

２００８年度（２００８．７～２００９．３）実績 

相談件数３６３件 （生活相談４６件・ 

労働９件・ボランティア３９件・ 

日本語学習２１３件・その他５６件） 

相談者数３６３人    ３０カ国 

今後の活動予定 

 

編集後記 
 春、新しいランドセルを背負って元気に通学する１年生の
姿を見ると、毎年のことながら、うきうきするものです。 
 八王子国際協会にとっても、実は初めての春。新年度を
迎える支度を、問い合わせをし確認をとりながら、ひとつず
つ準備しています。お父さんお母さんのような市役所、お兄
さんお姉さんのような団体・個人会員のみなさま、お祖父ち
ゃんお祖母ちゃんのような地域の方々、従兄弟のような他
地区国際交流団体に囲まれ、少し前の時代の新１年生の
環境にいるようです。 
 平成２１年度の活動が、充実した活発なものになりますよ
う、今年度も皆様のお力添えを、お願いいたします。 

発行･編集:八王子国際協会  

(愛称)地球市民プラザ八王子 
〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 八王子スクエアビル 11階 
TEL & FAX： 042-642-7091 （日・祝日を除く） 
URL: http://homepage3.nifty.com/koko-8/index.htm 
Mail: koko-8@nifty.com 
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サポートデスクだより 

平成２１年度八王子国際協会総会 

期日：５月２４日（日） １３時３０分 

会場：学園都市センタ-１２階 第１セミナー室 

http://homepage3.nifty.com/koko-8/
mailto:koko-8@nifty.com

