
第２回「だれでもコスモポリタン（国際人）」

平成１３年１０月１２日（金）福生地域体育館２階会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター：小林和人氏　村山利夫氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　話 題 提 供 者        ：天野ダニエル氏　笹本エヴェリン氏

《野澤市長挨拶》
　今日は、気楽に話をしていただこうと思っていま
す。外国の方もいらっしゃいますので、ゆっくりと
話をしたいと思います。
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　　開催の趣旨・福生市の概要については、第
　　１回と重複しますので、省略いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　それでは、私の方のお話はこれくらいにいたしま
して、今日のコーディネーターの方と話題提供者の
方のご紹介をさせていただきます。知っていらっし
ゃる方もおられると思いますが、コーディネーター
の小林和人さんは、大多摩ハムの社長で、ドイツに
行って、いろいろとハムの勉強をされてきた方です。
　もうひと方は、村山利夫さんです。カジマビジョ
ンという会社にお勤めでいられます。数多く外国に
行かれて、映像を撮られています。また、話題提供
者は、天野ダニエルさんと笹本エヴェリンさんにお
願いしてありますのでよろしくお願いいたします。
それでは、お二人にお願いをいたします。

《小林》
　皆さんこんばんは、先程ご紹介いただきました小
林でございます。
　私のことを少し紹介させていただきますと、市長
が言われましたように、私はハム屋を経営しており
ます。
　ハムの本場はドイツですので、ドイツで 1年半ほ
ど修行というのですかね、住み込みで働いてきまし
た。１年半ドイツで暮らして、そこでは私は外国人
でしたし、少数民族ですし、そこでいろいろな苦労
もしましたし、外国で暮らす苦労も少しはわかるつ
もりです。
　また、日本に帰ってきてからも多少ドイツと縁が
あるようで、最近の例では、青梅市との姉妹都市で
ドイツにボッパルト市という市がありますが、その
市長さんが先週から日本に来ておりまして、３年前
から私は、懇意にさせていただいておりますが、彼
がドイツから自宅に電話をくれまして、これから日
本に行くから日本で会おうというので、この前の土
曜日に青梅市長共々お会いし会食をしていました
ら、明日も会おうということで夫婦同伴でお会いす
ることになっています。何もできませんけれども、

コミニューケーションを取りながら、少しずつ国際
親善というと大げさですが、お役に立てればいいな
と考えております。
　そんな中、今回こういうコーディネーターという
役を、仰せつかりましたので、恥ずかしながらお引
き受けした次第でございます。また、お隣には私よ
りはるかにインターナショナルな村山さんがいら
っしゃいますので、心強く感じております。
　それでは、村山さんからも一言お願いいたします。

《村山》
　村山でございます。つい最近私はドラマチックな
経験をしました。福生という町は、テレビの宣伝で
やっている駅前留学ノバような、町中がノバのよう
なところだなと感じています。
　今から３５年前になりますが、私は英語が苦手で
して、何とか楽しく英語を勉強する方法はないかな
あと思いまして、オーストラリアの女性と、私より
２歳年上の看護婦さんでしたが、文通を始めた。
　私は、上手な英語を一生懸命に書かなければいけ
ないと思って辞書を見ながら、手紙を書いた訳なん
ですが、その方が文通をはじめて３ヶ月後に日本に
来てくれたんです。
　私もわからないままに東京をご案内して、私の家
に泊まっていただいたのですが、その時の喜びとい
うのは、生涯忘れることはできません。
　ところがお別れした時の悲しさというものは何
とも言えないものがありまして、その時私は心に誓
ったのです。何とか次は、私がオーストラリアに行
きたい。そして、大学に入り、４年目にチャンスが
巡ってきてオーストラリアで再会をいたしました。
　その方と今年の８月に、３回目になりますがメル
ボルンで再会しました。２回目にメルボルンでお会
いしたときは、彼女が２３歳で、私が２１歳でした。
この間お会いしたときは、彼女が６０歳で、私が５
７歳でした。さしずめ、御伽噺の浦島太郎のように
玉手箱を開いた瞬間のようでした。（笑い）



　私がその方から初めて手紙をいただいたときに、
自分で読めないものですから熊川にありますべテ
ル教会の牧師さんに手紙を読んでいただいたんで
す。やっぱり福生なんですね。ちょっといけば読ん
でいただける人が身近に居るんですね。それから比
べたら、今はもっと国際化しているでしょうし、そ
の辺の福生の持つすばらしさを今日のお話し合い
で、皆さんで掘り出して、認識していただければと
思っています。

《小林》
　お互い不慣れでございますけれど、和やかに進め
ていきたいと考えておりますので、よろしくお願い
いたします。
　さて、フォーラムの進め方ですが、国際化を語る
といってもかなり間口が広いので、少しづつテーマ
を絞って進めさせていただきます。また、話題提供
者の方々にもお話していただきますけれども、どな
たでも挙手をしてお名前を言っていただいてから、
ご発言できますのでよろしくお願いいたします。ぜ
ひ、いろんな意見を言っていただきたいと思います。
　そして、こちらに、本日の参加者名簿をいただい
ておりますので、必要に応じてご指名をさせていた
だきご意見を伺うことがあるかもしれませんが、そ
の節には、よろしくお願いいたします。また、市長
はじめ、市の関係者の皆さんもいらっしゃいますが、
ここにはいないと考えていただいて、われわれ市民
が福生市をどうしようかという、いろんな意見を出
し合っていただき、もし、市に対する苦情だった場
合には、それはまた別の機会に話していただきたい
と思います。しかしながら、市役所の方々が大勢い
ますので、議論を聞いていただき、少なからず私た
ちの意見は、これからの市政に影響を与えるのでは
ないかと期待を持っています。

　それでは、はじめていきたいと思います。まず、
国際化を語るときに、一番基本的なことは何かと考
えますと、お互いの文化や習慣の違いを認め合うこ
とではないかと思うんですね。つまり、世界中が同
じ言語で同じ文化だったら、国際化といってもつま
らないというかインターナショナルということも
発生しないと思います。つまり、文化の違いがある
から面白いのではないか、そこから始まっていくの

ではないでしょうか。
　そこらへんを皆様が、今まで経験したカルチャー
ショックなどを受けたことや経験からお話をいた
だければと思います。まず、話題提供者の天野ダニ
エルさんからお願いいたします。

《天野ダニエル》
　私は、天野ダニエルです。フランス人です。日本
に来てからもう２０年経ちました。この機会を設け
ていただいた皆さんに感謝します。今まで、私たち
外国人に対して努力していただいた市役所とボラ
ンティアの皆様に感謝します。
　私は日本にきて２０年経ちましたので、最初の頃
のことはあまり思い出せません。今日のために、古
い日記とか手紙とかを読み返して、やってきました。
　その中で、大変だったこと、悩んだことがいくつ
かありました。
　一つ目は、日本人は、言いたいことや思っている
ことを言ってくれないので、私も言いたいことが言
えなかった事がよくありました。日本人は言いたい
ことを言わないばかりか、思っていることの反対の
ことを言うことがありました。これが誤解の元にな
りました。
　フランスではお互いの気持ちを自由に言います。
自分の考え、意見、気持ちなどを表現することがで
きます。小さいときから、自分の意見をはっきり言
うように教育されます。フランスでは、言いたいこ
とを単刀直入にいいます。「はい」は、「はい」で
す。「いいえ」は、「いいえ」です。
　はじめに日本語が、話せなかったときに、主人の
家族やお友達に話をするとき、主人が通訳してくれ
ましたが、「日本人には言ってはいけない」と言わ
れることが沢山ありました。何を言ってはいけない
のかが、まったくわかりませんでした。そして、同
じように、日本人の人も、はっきり私に話を聞かな
かったので、深いコミニューケーションを求めてい
た私はフラストレーションを感じていました。また、
毎日の生活では、言葉の表現に悩みました。私の主
人の母が、「結構です」というときは、しばしば、
本当は断っていないことがありました。本当に断っ
ている時と実は欲しいと思っている時の違いがな
かなかわかりませんでした。
　ある時から、母はお茶のお代わりがいつまでたっ
てももらえないので、これは言わないともらえない
とわかり、欲しいときは本当のことを言ってくれる
ようになりました。それは、とても助かりました。
でも２０年経っても悩みはあまり変わりません。
（笑い）
　もう一つ、困ったことがありました。いただいた
物やしていただいたことに対してのお返しのこと
です。この「お返し」という習慣は、フランスには
ありません。プレゼントしたり、食事に招待したり、
人のお手伝いをしたりしますが、お返しをする、し
ないはまったく考えません。この好意は、自分の気
持ち表す好意で、この好意に対する返事は「ありが
とう」だけで十分なのです。この国では、贈り物を
いただいたり、何かをしてもらったりすることは、



とても困ることのようです。何故ならお返しのこと
を考えなければいけないからです。私がプレゼント
したり、食事に招待したりした時の、日本人の方の
複雑な顔が、大変気になり、せっかくの気持ちを押
さえてしまうのです。今でも。（笑い）

《小林》
　どうもありがとうございました。それでは、笹本
さんお願いいたします。

《笹本エヴェリン》
　笹本エヴェリンです。日本に２０年以上居ます。
主人は日本人ですが知り合ったのはテキサス州の
大学です。最初苦労したのはやはり日本語でした。
　それで日本語の教科書を見ながら勉強しました
が、周りの人が教科書のような言葉を話してないん
ですね。「そうだんべえ」とか「行くべえ」とか（笑
い）、福生弁で言われても話がわからなかった。そ
のうち少しずつわかるようになりましたが。
　日本に来てすぐの話なんですが、主人の母が近所
の人に私を紹介するということで、二人で行ったと
き、贈り物を持ちながら母が私のことを「うちの嫁
ですがよろしくお願いします」と言って挨拶してま
した。そのときは、日本語がわからなかったので家
に帰ってから主人に聞いたのです。そして意味を聞
いて「えー！私は、家族とは結婚していないのよ」
と思いましたが、日本ではそういう考え方なんです
よね。そこが出発点で、この国は自分の国とだいぶ
違うなと思いました。同じように、「ウチの人」と
「ヨソの人」という言葉遣いもよくわからず、日本
人が聞けば自然に伝わるのでしょうけど、私は何か
別の人のように聞こえてしまう。
　それくらいですけど…。

《小林》
　ありがとうございました。会場には、いろいろな
国の人も来ていられると思いますので、いろんな経
験やこんな話があった、こんなことにびっくりした
といったことがあれば、ぜひ、ご発言をいただけれ
ばと思います。また、話していることが聞き取りに
くければ、もう少しゆっくりと話したいと思います。

《男性Ａ》
　はじめまして、Ａといいます。イランから来て１
０年以上になります。最初、困ったことはやっぱり
言葉の壁で、コミュニケーションもできないし、文
化や食べ物の違いが大変だった。
　日本で一番淋しかったのは、いっしょに働いてい
る人が自分のことしか考えない、コミュニケーショ
ンがなく、５年ぐらい経ってもう国に帰ろうと思っ
た。
　でも「ゆうあいふっさ」で高橋さんという人に会
って、コロッと１００パーセント心が変わり、日本
人にもやさしい人がいるなと、いろいろ教えていた
だいて日本語も話せるようになった。
　困ったことは、仕事のことかな。外国人を、その
国が貧乏だとかで、悪く決めることあるみたい。あ

る国の人が一人が悪くても、みんなが悪いように見
られる。イランのこと言うと誰も知らないと思う。
砂漠の国ですか？太陽あります？石油飲んでる
の？（笑い）と聞かれます。
　あとは文化が違います。私は豚肉は食べない、お
酒も飲まない。「何で食べない？何で飲まない？」
と聞かれますが、いろいろ事情があるし、飲み会が
多いので、同僚といっしょにお酒を飲めないと悪い
と思うけど、飲んだら自分も悪いし…。
　やっぱり一番困っているのは、漢字が難しいので
読めませんが、ひらがななら何とか読めます。でも
意味はわかりません。

《小林》
　もし、友達がいらっしゃっておられましたら、ご
紹介いただけますか。

《男性Ａ》
　隣に座っています。Bさんです。私は来たくてき
たのですが、Bさんは家族が友達のようになるので
す。いっしょにいる仲の良い友達です。

《男性 B》
　私は、Bと申します。中国からきました。去年の
４月に来日し、日本に来たのは勉強をするためで学
生です。最初はやはり言葉がわからなかった。はい
といいえの区別が…、私たち書いていてわかってい
たとしても、ばらばら…、やっぱり特殊な…、私の
考えは、まだありませんので、これくらいにしたい
と思います。

《女性 C》
　Cと申します。フィリピンから参りまして、２０
年になります。１０年前に日本生命に社員として３
年間勤めたことがありました。日本の社会勉強をし
ようと思って、面接を受けたんですが、それが合格
したので私はびっくりしました。
　面接のときに「どこに住んでるんですか」と聞か
れて、「福生です」と答えたら、「福生らしいです
ね」とか言われました。（笑い）どういう意味かわ
からないですが。
　会社は初めて外国人を採用したと思うのですが、
加美平の方を担当して活動してたのですが、その時
集金先とかで、「あなたフィリッピン人でしょ。ど
うして日本生命に入ったの」とか、「ほんとに社員
なの」とか、いろんな意地悪をされたり、いろんな
人がいるんだけれども、友達とか、いい友達とか、
いっぱいいますけれど、それだけですけど。

《小林》
　日本の方でも、外国に行って驚いたことやカルチ
ャーショックにあったとか。ご発言いただければ、
次の方も話しやすくなると思います。ぜひ、お願い
いたします。天野さんのご主人さんいかがでしょう
か。フランスですばらしい奥様を見つけなさった…
（笑い）。



《天野（夫）》
　そろそろ私も何か言わなくてはなぁと思ってい
たところですが…（笑い）。
　フランスには８年居ました。最初は言葉も喋れな
いでいたのですけれど、フランス人は映画が好きな
ものですから、当時日本の文化、黒沢明の映画など
で日本に興味を持っている時代だったですね。ただ、
先程おっしゃられたように、日本には芸者がいるの
かとか、普通の人はその程度のレベルでしたね。３
０年ぐらい前の話ですけど。
　私は言葉が上手に喋れたわけではないのですけ
れど、あるところで共通の部分があって、そこでは
良くわかりあえる。
　同じ人間という表現がありますけれど、その部分
ではコミニューケーションがとれるのですが、言葉
を介すとなるとなかなか難しいところもあるし、何
かをしたいとか、そのようなものを表現する段にな
ると言葉がネックになると思いますね。
　外国人の人もわれわれが外国に行っても同じで
しょうね。ただ、ある部分では分かり合えるところ
があるなと感じました。

《小林》
　どうもありがとうございました。ほかに…、海外
でご活躍の多い Dさんいかがですか。

《男性 D》
　私は、Dと申します。絵描きをしています。
　村山さんの話と同じに、かつて天野ご夫妻にフラ
ンス語の文章を訳していただいて、それでフランス
でグランプリを頂いたことがあります。なおかつ賞
金の催促状まで書いていただいたことがあります。
（笑い）そんなことでフランスには親しみをおぼえ
ますが。
　福生の良さというのは、誰にフランス語を訳して
もらおうかというときには、すぐ天野さんのところ
へ行けて、それ以来親しくさせていただいてますが。
　今はアメリカの風景を墨絵で描くという仕事を
しています。ロスアンジェルスを少し入ったところ
を拠点にしていますが、先程の話と同じで、まず言
葉の問題がすごい…。
　そして笑っちゃったんですけど「お前は日本に帰
ると、ちょんまげをしているのか」とか聞かれます。
（笑い）
　それとダニエルさんが言ってたように日本人は
物事をはっきり言わない。また、イエスとノーが反
対のときがあると。僕は日本人だから、「ああ今イ
エスと言ったけど、これはノーだな」とか「今のノ
ーはイエスだな」とかわかりますけど。
　これは自慢話になるんですが、前にロスアンジェ
ルスの権威あるギャラリーで「お前の絵はすごい」
と誉められたんです。私は日本人ですから「いいえ
とんでもない。僕の絵なんかまだまだです」と言っ
た途端にとても怒られて、「そういうことを言って
はいけない。自分の絵に自信があるからここにもっ
て来たんだろう。私の描いた一番いいものを持って
来たので皆に見てほしい言わなければダメだ。」と

言われたんです。でも日本に帰ると「いやいや、僕
の絵なんかまだまだで」と言うんですけど。（笑い）

《小林》
　私も今思い出しました。ドイツでハム修行をして
いるときに、みんなズバズバ包丁を振りながら、「お
前は遅い、もっと早くやれ」と言うのですね。その
ときは、日本人ですので「すいません」と言って黙々
と仕事をして反論できないでいました。
　でも反論しないと相手のことを認めたことにな
るんですね。自分の意見を言わなければ、相手が仕
事を遅いのに自分のせいにされてしまうことがあ
る。最初は、日本人が嫌いなのかと思っていたりし
ましたが。
　半年ぐらいして、言い返さないとだめなんだとい
うことがわかって、今度言われたら言ってやろうと
ドイツ語で言い訳を考えながらやっていると、「遅
いじゃないか」と相手が言ってきました。それで今
度は「そうじゃない、お前がボイルしすぎるから時
間がかかってしまうのだ。お前の方こそしっかりや
れ」と言い返すと、「おお和人、今日は良くやって
いるな」と誉められて、それ以降和気藹々となった
というようなことがありました。ですから、自分の
意思をはっきり言わないと誤解を生じてしまうこ
とがおきる、そのようなことを経験しましたね。

《村山》
　どうなんでしょうかね。ダニエルさんのお話は、
非常に日本と外国の文化との違いを突いておられ
る。日本がだんだん国際化していくとき、日本人が
何故イエスなのに、ノーなのか。何故ノーなのにイ
エスのように言うのかといったことを歴史的な背
景を含めて改めて勉強していくことが必要になっ
てきているのではないかと感じますね。その使い分
けを間違えると問題になってしまう。つまりイエス、
ノーをきちんと言わないといけない相手とお付き
合いするときに、日本流で応対してしまうと混乱を
起こす。だけど、日本人との間で、もしそれをやり
ますと、慎ましさがないとかおくゆかしさがないと
かいう、別のものさしが働いてですね…。
　今は過度期ですから、その点を上手に使い分ける
ことが必要だなと、お話を伺って感じました。
　日本人は何故イエスなのにノーと言うのか、また
その反対もありますけど、どなたか知っている方い
らっしゃいますか。いらしたら教えてください。多
分、儒教などの背景があるのではないでしょうか。
本当は欲しいのですけれど、いや結構ですと言った
り、私は後でいいですと言ってみたり、そういう風
にするのが大人のマナーだと親に小さい頃から教
わってきたのですけれど、さすがに外国に行きます
と、はっきり言わないと混乱が起きますのでそう言
うのですが。

《女性 E》
　主人は、日本人ですから、私のやることがオーバ
ーなので笑っていますけれどコントロールして使
い分けがうまくなってきましたが、主人の友達での



使い分けが難しいところがあります。

《村山》
　日本の場合、贈り物を頂いたとき、その人の前で
開けること大変失礼になるという考えなんですが、
本当は何を頂いたのかなと思っているのですが、と
ころが外国人の場合、特に欧米の方々の前では、頂
いた場合は開けてもよろしいですかと言って、開け
たいという気持ちを表すことが、喜びを表すことが
作法なんですね。そして、頂いたものを開けて、皆
にお見せする。それに比べて、日本では人前で開け
るということはないですね。日本は、さかさま文化
ですね。（笑い）

《小林》
　そのように文化の違いが少しづつ、わかりかけて
きましたけれど、先程の村山さんの話で福生の町全
体がノバのようだということですが、外国の方と接
触したいと思う人も多くいらっしゃると思います
し、また、なかなか外国の方と接触することができ
ない方もいると思います。勇気が必要ですからね。
学生時代に英語に苦しめられて勉強した経験があ
りますので、完璧な文法で話さなくてはといった強
迫観念が働くのでしょうか。
　一番困るのは電車の中で、英語で聞かれると、そ
の相手よりも周りの人が耳を立てて聞いているよ
うな気がして金縛りにあったようになりますが。
　ところで、交流のポイントはどの辺にあるのか、
御意見があればと思います。われわれがどのように
すれば良いか、ということになるかと思いますが。

《ダニエル》
　外国人と話すときは、思っていることははっきり
言う、外国人とのプレゼントのやり取りについては、
お返しなどは考えないということ。

《小林》
　わかりやすいですね。外国人からプレゼントをも
らったら、お返しのことは考えない。「ありがとう」
だけでよいと。

《ダニエル》
　外国人と話をするときは、恥ずかしがったり、逃
げたりしない。自分たちの文化は、自信を持って伝
える。外国人に日本人と同じ反応を求めない。いつ
までも今と同じように笑顔で親切で相手を尊敬し
忍耐強くあってほしいです。

《小林》
　エヴェリンさんどうでしょうか。

《エヴェリン》
　一つの問題は、英語を教えているときに感じます
が、日本人は政治の話とかはしないようで、自分に
は無関係という態度です。これは自分の世界をちょ
っと狭くしているのではないでしょうか。また、簡
単なことなんですけれど、外国人と話すときは、簡

単に話してほしい。特に漢字で書くと、音読みと音
読みを合わせる言葉がすごくわかりづらい。早く喋
られるとわかりづらい。訓読みならなんとか…。も
っとシンプルに表現して欲しい。

《小林》
　今日の市長の言葉は難しかった。

《エヴェリン》
　とても、難しかった。（笑い）

《女性 F》
　私は最初は「ゆうあいふっさ」からボランティア
を始めましたが、そのときに天野さんや笹本さんと
知り合いましたが、お二人はとても恵まれているな
という思いがあります。もっと違った環境の、ちょ
うどスペインの方が多く来た頃だったですかね、ボ
ランティア側の方が少なくて、もっと大勢いたらい
いのにと思う位で…。
　国際化といっても、福生の人たちは外国人といっ
ても欧米系の人たちと交流を考えている人たちが
多いのです。私はちょっと違うんじゃないかなと思
っているんですけど。
　そのような中で困っているということは、税金の
問題です。外国人も納税の義務があるという認識が
低いので、転入時に渡せる生活マニュアルのような
ものがあればいいなと思うんです。英語圏だけでな
く、いろんな他の国の外国人ですと、訳されていま
せんのでよくわからないわけですね。
　この前なんか 7 回ぐらい市役所に行って話され
たが、なぜ支払わなければいけないだとか、どうし
てなのか伝わらない。市役所の窓口にどなたか通訳
できるような人がいてくれたらと思いますが、それ
も難しいでしょうし、マニュアルみたいな、きちん
としたものがあればいいのにと思っています。

《小林》
　そういったご苦労が、あったようですね。他に何
かありますか。

《女性 G》
　フィリピン人です、子どもが中学 1年と小学３年
生の２人います。日本に住んで１５年ぐらいになり
ます。学校で子どもがイジメにあっているみたいだ
った。でも子どもが剣道に入りたいというので、主
人に言ったら、剣道会に入ってもよいと言われたの
で、剣道会にいれました。
　それから友達が稽古に行くとき一緒に行こうと
言いました。それから、ちょっと変わった。そのあ
とは子どもを怒ることをやめた。そのあとお母さん
も変わった。子どもにお母さんに、この子ががんば
っていると言わないから、最初は、私から言葉に…、
今は、少し変化がでてきて子どもとすごく仲良くな
ってきて、子どもにすまない。お母さんも剣道に入
って、剣道をやれば、私ももっと変わるのではない
かと思って、今は子どもと剣道をやっています。



《小林》
　今のお話がありましたけれど、永住しますと学校
の問題など…、そういうことも含めまして、永住者
が体験する諸問題を話していただきました。
　日本で暮らしていて、こうしたらよいのにとか、
こうしてほしいとか、また、市に対して行っていた
だきたい希望やわれわれ民間ができること、また気
がつかないことや私達があればより便利だと思う
ものがありましたら、お話いただけますか。

《男性Ａ》
　日本人は、自分で変わらなければ変わることはで
きないと思いますよ。でも自分は、日本人だと思っ
ています。顔は日本人ではありませんが、心は日本
人だと思っております。でもそのためには日本の文
化を覚えなくては、いろいろな問題がある。でも、
日本には文化を教えてくれるところがない。

　同時に外国の文化を日本人の学生も知らなさ過
ぎる。外国人も日本の文化わからないけど、日本人
だって自分の国の文化もわからない。また、変な言
葉を使っている。今変な言葉が流行っているでしょ。
あれは、やめてほしい。日本も良い所もたくさんあ
るので、守ってほしい。
　ともかく自分の意見を言わないのが一番問題だ
よ。嫌いなら、嫌いと言ってほしいよね。好きだっ
たら好きといってほしい。それは違うんだったら違
うと言ってほしい。なのに皆黙って、皆かかわりた
くないと思っているんですよ、何か問題起こしそう
だから。問題を起こしたって良いではないですか。
黙ったままでいると…、人間は心の中でストレスが
溜まると爆発するでしょ。そのときは、事件を起こ
している。そういうことを学校でちゃんと教えなき
ゃだめですよ。若い人が大人になると文化を忘れて
しまうから…、よろしくお願いいたします。

《小林》
　文化を知るところがないというご指摘は正しい
と思います。それは、先進国などはどうでしょうか。
フランスなどはどうでしょうか。自国の文化を外国
人に紹介する方法はどういうものがあるのでしょ
うね。
　ドイツに場合などは、政府が作った紹介施設があ
って、そこに行けばその国の文化を知ることができ

るという、国家で作ったシステムがあります。イラ
ンではどうでしょう。

《男性Ａ》
　どこかにあるかもしれないけど、わからないです。
イランのことは３年くらいで忘れた。今は、お母さ
んと二人で日本語をしゃべっている。夢まで日本語
で見る。（笑い）
　外国人は良く勉強してますよ、イラン人もアフガ
ニスタンも外国人労働者が多いけど、でも、日本の
会社では、外国人が責任者になるのは難しいです。
何で日本人が外国人に頭を下げなきゃいけないの
か思っていると思いますが、それでも皆いい仕事を
していますけれども、責任者になるのは難しい。私
も日本に住んでいるから、わかるんですけれど、人
間として、そういうことはして欲しくないね。

《エヴェリン》
　私は、新しいところに行って、わからない事があ
ってもすぐ判断はしないようにと言われてきまし
た。この頃わかってきた。ちょっと考えてから判断
することが必要です。

《男性Ａ》
　日本のテレビは、今すごい問題だと思う。いろい
ろなチャンネルがありますが、いいことを教えてい
るチャンネルが一つもない。漫画とか変なものばか
りで…。
　良いところを見せれば良いではないですか。悪い
事を教えれば悪いことを覚えるよ。いいことを覚え
ればいいことを行うよ。子どももそうですが、テレ
ビは子どもたちには良くないと思います。

《男性 H》
　今の話題に関係するかわからないですけれど、そ
の国の文化を勉強するには、言葉を覚えるのがその
国の文化を理解するにはいいことだと思うんです
ね。
　フランスでは、言葉を大切にしますね。小学校の
授業でも国語と算数しかないくらいですが、フラン
ス語を大事にする。多分皆様と同じだと思うんです
が、まず、言葉から文化にはいっていかないと難し
いのかなあと思うんですね。さっきから聞いていて、
まず、福生市には交流の場がない。場がないと、な
かなか個人個人では、難しいなあと思うんですね。
例えば、七夕のまつりとかありますよね。ああいう
機会を交流の場にして、外国人と出会えて話ができ
る。そうすれば、なかなか部屋のような壁に囲まれ
たところに集まってくれといっても、集まりにくい
ものですし、何か、福生らしい外国人がいっぱいい
る町、そういうお祭りみたいなものがあってもいい
のかなあ、そういうものが入りやすいのかなあと思
っています。

《男性 D》
　私は、ほとんど英語を喋れないのですが、私は、
絵描きだから本当は文字より絵だと思うんですが、



言葉の持っている力はすごいと思います。
　それから日本人は自分の意見がない、イエスとノ
ーが反対だという問題について、僕も先から話して
ますけど、表現するとき主語を言わない。それは何
でだろうかなと思っていたんです。村山さんのお話
を聞いていて、日本人は個あるいは個人というもの
について、考えない精神構造や風土があるのではな
いかと思ったんです。
　歴史的に見て１６５０年代以降、徳川時代に入っ
てから、その傾向が出てきたのではないかと思える
んですね。お返しのことや自分の意見を言わないこ
とについて…。
　５００年ぐらい前までは自分の意見ははっきり
と言っていた。ですからそれ以降はっきりと言わな
いようにしてきた、わからないけどあいまいに通じ
させてしまうようになった。ところが外国に行って
それはでは通じない。ですから、言葉は大事だと思
います。
　私は、Hさんの意見とちょっと違うのですが、昔
は日本の言葉もきれいだったが、今はどんどん汚い
言葉になっています。言葉は生き物だから動いてい
くことはしょうがないとしても、最近の若い人は、
主語を言わないで逃げていると思えるのですが。

《村山》
　今日は、役所の方も来ていただいておりますが、
できれば少し伺いたいなあと思いますが。先程の市
長のお話では、福生市の外国人登録の割合が一番高
いという事ですが、それに対応した市の施策が何か
あるのでしょうか。

《職員Ａ》
　現在、市役所の案内板は、３カ国語で記入された
います。ハングル語、中国語、英語です。

《職員 B》
　図書館の職員です。図書館には日本人が外国語を
習うためのものですが、語学学習用のための外国語
のＣＤ、カセットを備えておりますので参考にして
いただければと思います。

《村山》
　在外日本大使館には、文化センターが併設されて
いて、日本の国の文化をビデオや映画で見る事が出
来る。ところが日本国内に、急速に国際化が進んで
いるにもかかわらず、日本にくる外国人のための、
文化を紹介する施設がないように思う。
　日本の社会に入ったならば、日本語を早く学んで
いただき、言葉を通じてそれぞれの国の文化交流を
していただきたいと願うものですが、現実にはそう
いう形でしか交流がないのではないでしょうか。
　私個人の考え方で申しますと、今まで、われわれ
が感じていた外国人とは、アメリカ人ということの
固定観念があると思います。それは、横田基地があ
るせいだと思うのですが、今では、急速にアメリカ
以外の外国人が、今まで見た事のない顔や文化を持
った人と接するわけです。そうしますと、ちゃんと

したお付き合いがしにくいのが現実だと思うので
す。でも、市内にはアメリカ以外の人たちと積極的
に接触したいという人が多いんではないかと思う
んですね。その辺の情報は、役所に行けばもらえる
のか…。例えば、外国からおみえになる学生さんを
ホームステイに受け入れるようなところの家庭の
情報とかはあるのでしょうか。
　こういう言い方は良くないかと思いますが、ギ
ブ・アンド・テイクで交流を進めることも一つの方
法だと思うのです。
　私は、外国に取材にいきますけれども、現地の方
の協力がないと映画をつくることも出来ません。そ
のことにいつも感謝をしているのですが、その恩返
しというわけではありませんけれど、困った外国人
がいたらお助けしようといつも思っています。以前、
四谷の駅で外国人が困っていた時に、私の家につれ
てきて一泊していだき、福生市のごみの分別の模様
と小学校の通学風景を見ていただいてお帰りいた
だいたことがあります。そんな風にこれからもして
いきたいと思っているのですが。

《小林》
　福生は外国人が多いということは、問題もあるか
もしれないが、それは福生市の魅力でもあるんでは
ないでしょうか。資源として発信していけばいいの
ではと思います。
　昔のことを思い出せば、江戸時代に出島というも
のが長崎にありましたが、今の時代、東京の出島に
福生がなれれば面白いのではないかと思います。
　日本人には外国の人と接したいという気持ちが
あると思うんですね。でも時間の制約、経済的な問
題があって難しいわけですが、外国の言葉を習いた
い、外国の人と食事をしたい、そのような考えの人
が大勢いると思うんですね。
　福生でそのような、国際解放区みたいなものを作
ってみてはどうでしょうか。実現にはハード面ソフ
ト面でいろいろ問題があると思いますが。

《女性Ｉ》
　七夕まつりでは外国人のコーナーがありますが、
分けるのではなく一緒に行えたら賑やかになるの
ではないでしょうか。七夕は良いＰＲになるのでは
ないでしょうか。
　以前ケニアの人が近所に住んでいて、朝のごみを
出していたとき、毎朝会うものですから挨拶をする
ようになったんですが、近所の人は温かい目で見て
いるのではなく、なんか差別的な視線を感じる経験
がありました。
　理解促進のために広報誌に、例えば、挨拶の言葉
の「おはようございます」をいろんな国の言葉で載
せたら良いのではないでしょうか。

《エヴェリン》
　東京都に、外国人のための会議がありまして、１
７カ国から２５人の人達が集まって、日本に住んで
いる人達の意見をまとめて話し、その意見を知事に
文書にして報告する会議に出た事があります。その



ような市民会議が、市にもあったら良い。タウンミ
ーティングとして年何回かあったら良いのではな
いでしょうか。皆さんの考えもわかってくるのでは
ないでしょうか。

《小林》
　今日、市長に来ていただいて、皆さんの意見や要
望を少しでも聞いていただけたのは意義があった
のではないでしょうか。せっかくの機会ですから皆
さんにもっと発言いただきたいと思いますが。

《女性 J》
　Jと申します。ＰＴＡをやっているものですが、
先程イジメにあっているというを話がありました
が、日本人でも公園デビューに失敗して育児で挫折
するお母さんもおります。また、学校にあがってか
らでも、幼稚園からずっと一緒のお母さんたちと、
勤め人のお母さんとは、同じ日本人であっても、子
どもを通してのサークル活動において疎外感を感
じる事がありますので、外国人だけではないと思い
ます。

《女性 K》
　ペルーから来ました、子どもは小さいころから日
本にいて、日本の学校に行ってました。小学校まで
は大丈夫でしたが、中学校になったら先輩、後輩と
言って先輩がえらい、これはいじめでは。ペルーで
は中学校は５年制ですが全学年が友達で、先輩後輩
ということはないです。

《男性 D》
　私は絵描きなので一日中家にいますが、それで子
どもがいじめられる。なんで父親が働いていないん
だって。ちゃんと家で働いているんですよ。（笑い）

《男性Ａ》
　先程の彼女の話は私も感じる。日本での、特に学
校で先輩、後輩があって、命令されるのはおかしい
です。

《小林》
　先輩、後輩があるのは、日本だけですか。フィリ
ピンは、どうですか。

《女性 G》
  平等ですね。

《男性 D》
  すぐ無くすというわけにもいきそうにないです
ね。僕は５６歳ですけど未だに先輩の前では直立不
動です。（笑い）

《エヴェリン》
  そういうのは、市役所の中にもあるのですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（笑い）

《女性 F》
　これを第一歩として、こういった会をときどき行
ってもらいたいと考えています。

《男性Ａ》
　仕事の都合もあるので日曜日とか、休みの日など
に設けてほしい。出席しようと思っていても、仕事
時間の都合であきらめた人もいる。私も間に合わせ
るようにして来た。

《小林》
　来ていただけて良かった。市長からも何回か行え
るようにやってほしいと言われております。これか
らも、やって行ければと思います。参加されて発言
された方の感想なども広がっていけば、会自体もふ
くらみ、また分科会的に広がっていっても面白い。
休みの日の設定なども必要でしょうね、

《男性Ａ》
　私の周辺には中国の方がけっこう多い、私が教え
ることができればいいのだけれど。中国語はむずか
しい。

《小林》
  言葉の問題が一番大きいですね。税などについて
詳しい情報を知りたいと思ったら英語を含めて 3
カ国位の言語対応にしかなっていないんですよね。
では例えばアラビア語とかタガログ語とかさまざ
まですが、メジャーな言語に属さない場合どうする
か。その時に活躍するのがボランティアになるので
しょうが、その欠落をどう埋めるか技術論等具体的
な話になっていくのではと思います。

《男性Ａ》
  ボランティアの人は大体英語を喋れる人。英語が
喋れればよいのだが、スペイン語とか中国語とかど
ういうふうにすればいいのか。

《村山》
　自分の国と違って、文化面で戸惑いがあると思い
ますが、どちらが良いではなくて違いがあることを
理解することが大事なんだろうと思います。
　平均すると日本人は、自分の意見を言わないので、
交流するには不向きとのことですが、今度は日本人
に勇気を与えてくれる意見をいただきたい。
　日本のどこが好きか、どんなきっかけだったか。



意見がありましたらお願いいたします。
　ダニエルさんいかがですか。日本のどこが好きで
すかと大きな問題では答えにくければ、身近なとこ
ろで御主人の良いところ、好きなところはどこです
か。（笑い）
　こういうところで「いえ、主人なんかとてもとて
も」という対応が日本的ですが、フランスのカルチ
ャーで対応してくださるのを期待しています.

《ダニエル》
　やさしさ。尊敬する気持など。

《村山》
　うらやましい（笑）。ではエヴェリンさんは御主
人とテキサスの大学で出会って、どこを気に入られ
たのでしょう。

《エヴェリン》
　どこでしょう。日本に帰ってきたら変わってしま
ったので（笑）。やさしさと思いやりですね。アメ
リカ人だと「そうだろう、そうだろう」と自分の意
見に同調させるように話しますが、日本人は主人を
含めて相手の意見も聞いてくれます。

《男性Ａ》
　私は５年ぐらいまでいろいろなことがあって日
本は嫌いだった。先程も言いましたがある人に遭っ
てから好きになった。今は、その人を日本のお母さ
んと思っている。「住めば都」ということわざが有
るように。

《村山》
　反省を込めて申し上げますが、いままでは外国か
ら情報を頂くことが多かったが、これからは、日本
人が外国の人に何をしてさしあげるかという事が
必要になってきている。外国と日本とを区分けする
ことなく、国際的な都市という福生の特色を強化し
ていかなければと考えています。

《小林》
　われわれの中にもそれぞれお役に立ちたいとい
う気持ちがあるが、日本人の恥ずかしがりが壁とな
っています。でも今後は福生では遠慮は要らないよ
と、カタコトのドイツ語でも英語でも参加していく
意識が必要という気がします。
　文化を知りたい、または発信したいという人がこ
こにくれば外国の人と話が出来る、疑問等解決でき
るというような国際センター的な場所があればと
思っております。今日はその最初の一歩として、皆
さんに貴重な時間をいただきありがとうございま
した。

《エヴェリン》
　さっき言われたことなんですけど交流の場があ
ればよいと思います。
　武蔵野市のような交流センターがあればすばら
しいですね。

《小林》
　将来は福生文化センターのような場所を作りた
いという意気込みを、思い起こせばそのスタートが
今日だったというようにしたいと思います。
　今日はどうもありがとうございました。

《野澤市長》
　最後ということで一言申し上げます。
　すばらしい人たちがいっぱいいて、一生懸命生き
てお互い心を通わせ合っていけるような町にして
いきたいし、していかなくてはと感じました。
　今日の会での話を整理いたしまして、市で施策と
してやっていけるものと、皆さんにやって頂かなく
てはならない部分についてよく整理をして、今後も
協力をお願いしたいと思うと同時に、市民の方と連
携していきたいと考えております。
　今日のコーディネーターのお二人、話題提供者の
お二人、そして皆さんに拍手をして、終わりにした
いと思います。ありがとうございました。（拍手）


