
ウワサの保護者会 第 25回「外国人ホゴシャーズの本音」 

 1ページ 

 

 

Copyright NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.許可なく転載することを禁じます。 

木曜日 夜 10 時 25 分～10 時 49 分 

土曜日 昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再） 

 

 

高山 ：今日は、５か国ご出身のホゴシャーズの皆さんにお集まりいただいております。 

尾木 ：グローバルな保護者会ね。国際色豊かで、ワクワクしますよね。 

 

「ウワサの保護者会」 

今日のテーマは、「外国人ホゴシャーズの本音」 

 

 

 

今、全国の公立小中学校の少なくとも「６校に１校」には、外国人の子どもがいる。 

 

 

 

しかし、中には“いじめ”を受け、教室内で「孤立」をする子が・・・ 

さらに、“給食”や“部活”に“ＰＴＡ”など、日本独特の「学校文化」に悩む親子も。 

外国人にとって、日本の学校は“Ｗｈｙ？”がいっぱい！ 

         

 

 

ときには、ルールを知らずにとった行動から、周りの日本人親子と溝が生まれることも・・・ 
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スタジオに集まったのはこちらの「５か国７人」の皆さん。 

 

【今回のホゴシャーズ】 

 

ビオラ   （母）：長女・小４/次女・小１/長男・年少 

夕顔    （母）：長女・高１/次女・中２ 

チョードン （母）：長女・高３/次女・中２ 

ディンシャン（母）：長女・中３ 

ムークンハ （父）：長女・１８歳/長男・中３/次男・小５ 

アリーナ  （母）：長女ナツミ・大学院/長男・大１ 

 

 

 

外国人ホゴシャーズが、どういったことに悩み、困っているのか、本音に迫ります！ 

 

 

高山 ：番組のアンケートで、「お子さんのクラス・学校に、外国にルーツを持つお子さんがいますか？」

という質問を投げかけたところ、「増えている」と回答をされた方が多かったんですね。 

一方で、「子どもたちは柔軟ですぐに仲よくなるけど、問題は私たち大人。保護者どうしが…」

とおっしゃる方が多いようです。 

ビオラ：娘と同じクラスに（外国人の方が）いらっしゃるんですけど、私がお会いしたのは入学式のと

きぐらいで、それ以外はあまりお見かけしたことがないです。本当は、学校でお会いしたとき

にお話とかもっとできたらいいなとは思うんですけども、なかなかね…。 

夕顔 ：そうなんですよね。こっちから「どうですか？」っていう機会がなかなかないんですよ。 

ビオラ：ちょっと勇気もないですし。 

夕顔 ：なんとなく、距離ができちゃう。 

高山 ：番組アンケートの中では、日本人保護者から外国人保護者に対してＰＴＡや学級の役員につい

ての不満が多く寄せられました。なかには、ふだんは日本語で会話をしっかりとしているのに、

委員決めになると「日本語がわからない」と拒否する外国人保護者がいるという。 
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ここで、実際に外国人ホゴシャーズに対して“不満”があるという、夕顔さんから意見が・・・ 

夕顔 ：娘の小学校は１人の子どもに対して１回、６年間のうちに 1 回（役員を）受け持とうってこと

になっていて、私と外国人保護者の方と２人でやることになったんですけど。その人、結局１

回も来なかったんですよ。 

事情が説明されないのが、やっぱり嫌だなとか、そういう嫌な気持ちを抱いたまま終わってし

まったということがあったんですよね。 

高山 ：外国人ホゴシャーズの方にも、実はいろんな事情とか理由があるようなんですね。 

 

 

日本で暮らす外国人は、どんなことに困っているのか。 

まずは、日本の学校に通う子どもを訪ねた。 

 

夜の７時。地域の公民館では、子どもたちが勉強に励んでいた。 

生徒はみんな、ブラジル人。 

 

この地域は工場が多く、出稼ぎのためにやってきた日系ブラジル人が多く暮らしている。 

子どもたちは親と一緒に日本に移り住み、地元の公立の学校に通学。 

しかし、日本語での学習は難しく、放課後に、こうした学習支援教室で勉強している。 

 

そのうちの１人。サッカーが大好きなルーカスくん小学６年生。 

去年の９月に日本へやってきたばかりだ。まだ日本語がうまく使えず、学校では困ることも・・・ 

 

ルーカス：やっぱり授業が難しい。とくに歴史と地理が。文章が多くて、知らない単語が多く出てくる

んだ。あと、敬語も難しい。まだうまく話せないことばがあるんだ。 

 

 

 

さらにルーカスくんは、文化の違いからやってしまった、“失敗談”を教えてくれた。 

 

ルーカス：たとえば靴のこと。日本では、外履きと上履きがあるけど、ブラジルにはないんだ。それを

知らない僕は、外履きのまま、教室に戻ってしまったんだ。 
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ルーカスくんのように、日本に来たばかりの子どもは、ことばや文化の違いから、さまざまな困難に直

面している。 

 

たとえば、ブラジルから来たＡさんの、トイレでの失敗談。 

トイレから出たＡさんのあとに、日本人のＢさんが個室に入った。 

すると・・・ 

 

 

 

トイレの中から悲鳴が。 

なんと便器の脇に、使用済みのトイレットペーパーが捨てられていたのだ！ 

Ａさんは、Ｂさんから注意されるも、どうして怒られているのかがわからなかった。 

なぜなら、ブラジルの多くのトイレでは、紙を流してはいけないからだ。 

世界には、トイレに紙を流しちゃいけない国が、数多く存在する。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

続いて、子どもを日本の学校に通わせる、外国人ホゴシャーズに集まってもらった。 

出席者は、こちらの５人。 

 

 

 

実際に経験した、困ったことを語り合ってもらった。 

 

まずは、「ことばの違い」から生まれること。 
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学校からの配布物 

 

 

 

ムークンハ：プリントがたくさんある。毎日、２枚とか３枚、子どもがもらってきます。 

でも、それが何の意味かなと、いつもわかりません。 

スリヤ：できれば学校のプリントやお知らせは、英語もあれば助かります。 

ローサ：ふりがながあったら読みやすい。 

グマメラ：うん、そうですね。 

 

さらに、ことばの違いからくる すれ違い 

 

ローサ：スペイン語で「はい」っていうことばは「イヤー」って言うのね。学校で何か息子が「イヤー」

って返事をしたのね。意味が違うんで、そのことでちょっといじめがあったの。 

ムータン：ちょっと間違うと、誤解される。 

 

続いて、「学校文化の違い」から生まれること。 

 

まずは、○○の種類が多すぎ 

ムークンハ：日本の学校はカバン（バック）が本当に多いです。音楽のバッグとか、体育服のバッグと

か、給食のバッグ。どんなカバン（バック）がいいかわからなくて、（バックの）サイズを間違

えました。 
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そして、部活 

グマメラ：娘が部活（バレーボール部）に途中から入ったんですけど、日本のレベルがすごく高くて。（練

習の）やり方とか、先生たちも含めて、すごくちゃんとやらないといけない。 

スリヤ：ネパールでは、休日に学校に行くことはないです。 

ムークンハ：韓国は週末は（部活は）全然やってないんです。週末は家族で一緒に遊ぶ時間。部活は週

末はやらないほうがいいかと思います。 

 

日本人にとって当たり前のことも、外国出身の人から見ると、当たり前ではないことが、いっぱい。 

スタジオの外国人ホゴシャーズの皆さん、いかがですか？ 

 

 

高山 ：ムークンハさん、部活をやっぱり「えっ？」と思われるんですね。 

ムークンハ：はい、そうです。 

高山 ：お子さんは、部活は今何されています？ 

ムークンハ：今、マラソンをしています。 

高山 ：陸上部ですか。 

ムークンハ：はい。それが、朝（練習を）やっています。 

高山 ：朝練ですね。 

ムークンハ：朝６時に起きて。子ども（にとって）は早い時間じゃないですか。 

チョードン：私の娘も体育会の部活に入っていて、朝練がすごく早い。５時すぎに家を出ていって、学

校が終わったらまた夜まで練習があって、私もおかしいなって思う。何で部活ばっかり…？ 

ベトナムだったら勉強が大事です。すごく勉強が大事で、教育をちゃんと受けないと、社会に

出ていろいろと問題があってもわからなくなってしまう。 

ビオラ：そうそう、本当にその通りですよ。勉強をおろそかにしてまでやる部活って何なんだろうって、

私も本当にわからない。 

 

続いて、ブラジル出身のアリーナさん。「子どもが自分で行う○○にビックリ！」 
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アリーナ：ブラジルでは、学校の中を掃除してくれるおばさんがいるんです。 

高山 ：自分たちで掃除はしない？ 

アリーナ：しない。 

高山 ：掃除を自分たちでやっていない国ってほかにあります？ 

（チョードンさん挙手） 

チョードン：ベトナムでも、掃除をしてくれるおばさんがいます。 

尾木 ：中国では、お掃除は自分でやるんですか？ 

ディンシャン：やらないですね。 

尾木 ：やらないですもんね。韓国はどうですか？ 

ムークンハ：韓国は自分でやるけれど、当番があります。 

高山 ：当番制なんですね。聞いてみないとわからない、こういうカルチャーがあるんですね。 

アリーナさんは、じゃあ「なぜ子どもが自分で掃除をするのか？」っていうふうに思われた？  

アリーナ：はい。そのあと、自分たちで使うところ、使うものは大事にしなきゃいけないって教えてく

れたから、「そうだね。それも大事だね」って思った。 

高山 ：そういう理由で掃除やっているんだとわかったと。 

ビオラ：納得されたんですね。 

 

続いて、ベトナム出身のチョードンさん。「１年に１度の○○にビックリ！」 

 

 

 

チョードン：ベトナムは運動会がないの。ないから、日本に来て初めての体験ですごい驚き。みんな夜

中の２時３時に（会場の）場所を取りに行く。 

ビオラ：そう、そう、そう。 

尾木 ：（驚いて）「そう、そう」って！えーっ！？ 

チョードン：学校に着いたらもう場所がない。「えーなんで？」って、ビックリして。 

あと、自分の子どもは、ちょっとだけしか出ないのに、それでもずーっと見ないといけない。 

高山 ：ディンシャンさん、ずっとうなずいていらっしゃいますね。 

ディンシャン：そうですね。中国の運動会はまったく違うんです。まず、親は参加しないんです。 

平日にやるので、見に行かない。子どもたちだけで、スポーツが得意な子だけが参加して、そ

うでない子は応援しているだけ。個人技です。 
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夕顔 ：紅組白組みたいな感覚も、全然ないわけですね？全然違いますね。 

ディンシャン：最初は私も、日本の運動会はすごい苦痛だったんです。 

でも、大家族で来る家族がいますよね。宴会みたいに（シートを）広げて、家族全員で子ども

の成長を見守るみたいなのがすごくいいなっていうふうに、最近思い始めました。 

 

 

続いて、外国人が陥りやすい「ことば」の意外なつまずきについて。 

 

実は日常会話ができていても、込み入った話や、難しいことばが飛び交う授業や会議などには、ついて

いけない人が多くいる。 

ことばには日常会話で使う優しいことば“生活言語”と、教科書や授業で使われる難しいことば“学習

言語”が存在する。 

 

 

 

たとえば、「解答用紙に記入せよ」という問題文は、外国人には難しい。 

「答えを書く紙に、答えを書きなさい」これだったら、わかりやすいよね。 

“生活言語”は身に付きやすいが、“学習言語”をマスターするには、長い年月がかかると言われている。 

ことばにこんな違いがあるって、皆さん知っていました？ 

 

 

ビオラ：言われてみないと気付かないな。 

高山 ：冒頭でご紹介した“ＰＴＡなどの役員決めのときに、ふだんは日本語で会話しているのに日本

語がわからないと言われてしまったことがある”っていうエピソードもありましたけれど、こ

れはひょっとしたら、このことかもしれませんよ。 

夕顔 ：そういうことか。 

高山 ：会話はできるかもしれませんが…。 

尾木 ：ＰＴＡの独自の用語っていっぱいあるじゃない。あんなのわからないと思う。 

高山 ：アリーナさん、ＰＴＡっていうのはブラジルにはあるんですか？ 

アリーナ：ないです。ないから、ことばが全然違う。（役員を）やりたくても、怖い。私も怖かった。 

高山 ：じゃあ、夕顔さんと一緒にやったその方は怖かった。 
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夕顔 ：怖かった…。 

尾木 ：夕顔さんが怖いんじゃなくてね（笑） 

夕顔 ：あ、私が…！（笑） 

高山 ：僕、そうは言っていませんからね（汗） 

ディンシャン：中国にもＰＴＡっていうのがないので、役員になるっていうことはやっぱり不安だと思

います。 

まず、みんなにお知らせしなきゃいけないことがあったら、それを自分で考えて組み立てて書

かなきゃいけない。それを日本人にも納得してもらえるレベルの文面でできるかどうか、正直

不安。 

あと、何かトラブルがあったりしたときの処理も、「やっぱり外国人だったからこういう結果に

なった」っていうような感じで言われそうで…。 

夕顔 ：でも、それだけ気を遣ってくださって、日本人以上に奥ゆかしいというか。 

 

さらにアリーナさんから。 

ＰＴＡなどの活動に、外国人ホゴシャーズが参加しないのには、別の理由があるという。 

 

 

 

アリーナ：ＰＴＡ参加するチャンスが少ないと思う。 

高山 ：たとえば、忙しいとか、そういうことですか？ 

アリーナ：仕事を休まなきゃいけない。「休みをお願いします」って派遣会社に頼むと、「じゃあ、明日

からもう来なくていいよ」って。 

    ※出稼ぎ目的で来日する外国人の多くは派遣労働者 

尾木 ：そんなこと言われるの？ 

アリーナ：仕事を休むと、もう次の日はもうクビっていうことも…。それが大きな（理由）です。 

高山 ：働くだけで精一杯。 

ビオラ：私たち、すごく誤解していましたね。なんで来ないんだろうって。来られないんですね。 

高山 ：事情があるんですね。 

ビオラ：そういうふうに、やっぱり見方を変えていかないとダメですね。 
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一方、専業主婦経験があるディンシャンさんは・・・ 

 

 

 

ディンシャン：私とか専業主婦も経験していた外国人のママからすると、“郷に入れば郷に従え”ってい

う、もちろんその覚悟で日本に来ていますので、その国の文化とかいろいろ習慣とかも知りた

いし、学びたい。でも、やっぱり日本はすごいですよね。その、“暗黙の了解”みたいなのが…。 

尾木 ：よくご存じね。難しいことばを。 

ディンシャン：怖いんですよね。「もうここまでですよ」っていうようなオーラがあるんですよね。 

ビオラ：何かことばで説明できないような…？ 

ディンシャン：そうですね。これ以上踏み込めないというか、聞けないですよね。 

夕顔 ：こっち側も、何がわからないのかっていうところを、まずわかるかどうか聞くというワンクッ

ションをおかないとダメですね。 

尾木 ：やっぱり、「わかっているでしょ」っていうのを大前提においちゃ絶対ダメよね。相手の話をち

ゃんと受け止めて、相手のことを思いやるっていうことがね、我々日本人にとっては絶対的な

条件ですよね。 

 

 

 

 

続いて、ナツミさんが経験した話。 

外国にルーツをもつ子どもが陥りやすい「心の問題」について。 
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５歳のときにブラジルから日本にやってきたナツミさん。 

今、昔の自分と同じ環境にある、日本語で苦労するブラジル人の子どもたちの学習支援活動をしている。 

 

そんなナツミさんは、彼らと同じ年の頃、日本語がわからず、学校で孤立した経験をもっている。 

ブラジルに対する偏見から、いじめにもあった。 

それでも、頑張って勉強したナツミさん。 

小学校高学年の頃には、日本語も上達し、すっかり日本での学校生活にも慣れた。 

すると、新たな悩みが生まれた。 

 

ナツミ：（自分が）日本人だと思い込みたかった時期があった。自分がブラジル人であるということに少

し恥ずかしいという気持ちがあって、この人たち（ブラジル人）と同じというのが嫌だなとい

うか…。 

 

多くの、外国に暮らす子どもが直面する、自らのルーツに対する不安“アイデンティティー”の問題だ。 

 

 

 

さらに、ナツミさんに追い打ちをかけたのは、“周りの目”だったという。 

 

 

ナツミ：（ブラジル人の）誰かがどこかで犯罪を起こすと、ここら辺のおばさんが（私を）変なふうに見

てきたりとか、新聞記事を見ても、「ブラジル人がやった」「ブラジル人が何々した」そのブラ

ジル人という文字を見るだけでもすごく恥ずかしくて。 
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ナツミさんは、母国であるブラジルに対し、日に日に、マイナスの感情が増していった。 

それに対し、母親のアリーナさんは・・・ 

アリーナ：ショックで悲しかった。子どもがかわいそうって、ずっと心配はありました。 

 

それでも、アリーナさんは感情をぶつけてくるナツミさんに対し、毅然
き ぜ ん

とした態度を取り続けた。 

アリーナ：何をしてもあなたはブラジル人だよ。日本人には絶対になれないから、頑張ろうっていうこ

とをいつも話していました。 

 

それからアリーナさんは、ナツミさんと周りの友だちに、ブラジルのことを好きになってもらいたいと、 

さまざまな取り組みを始めた。 

小学校の“総合”の授業に積極的に参加し、ブラジルの食べ物やお菓子を一緒に作って食べたり、ポル

トガル語や、ブラジルの文化を教えたりした。 

また、地元の祭りでは、ブラジルのお店を出店し、地域の人たちにも、ふるさとのブラジルのことを知

ってもらおうと頑張った。 

 

アリーナ：ほかの子どもが、もっと私たちのことをわかれば、もっとうまくいけるんじゃないかなと思

って。そのために、それを乗り越えるためなら、私は何でもやりたいという思いがありました。 

 

次第に、学校の友だちや、地域の人たちが、ブラジルのことを理解し、受け入れてくれるようになった。

すると、ナツミさんの気持ちにも変化が・・・ 

 

ナツミ：（ブラジル料理）おいしいねって言ってくれると、ブラジルのご飯を気に入ってくれたんだなっ

て思ってやっぱりうれしいというか、誇りに思うようになったというか。 

ブラジル人であるということは私の１つの強みというのがありましたね。 

 

その後、ナツミさんは一層勉強に励み、高校、大学へと進学。 

今は、日系ブラジル人の高齢者の生活について、大学院で学んでいる。 

そんな今の自分があるのは、つらいとき、まっすぐに向き合い支え続けてくれた、“母親”の存在が大き

いという。 

 

ナツミ：（母は）出稼ぎに来ているので、私以上に苦労しているから、もうかなわないというか。 

仕事のときとかに差別をされたりしている。それでも耐えて、自分の子どものためにやってく

れているのを見ると、すごく感謝しますね。親が、日本語がわからない、言語がわからない、

文化もわからない国に来てくれたから、頑張ってくれたから、今の私がいると思うし、ブラジ

ル人であるということに誇りが持てるんだと思う。 
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高山 ：ナツミさんの感謝のことばを、どんなふうに受け止められましたか？ 

アリーナ：辛かったけど、こういうことばを聞けてうれしいです。 

ビオラ：すごい、強さがありますよね。 

アリーナ：やっぱり私たちの都合で連れてきたから、親としてやるしかない。 

夕顔 ：ご苦労があったんですよね。 

親って自分のことは大丈夫なんですけど、子どもが偏見を受けていると、それはちょっと耐え

られないんですよね。 

ディンシャン：やはり、親の努力がないと、どうしても学校の中で自分は違うっていう、そういうもの

はなかなか変わらないところがありますよね。 

チョードン：そうですね。私も、自分が努力しないといけないと思いました。 

日本の方から声をかけてもらうんじゃなくて、私から声をかけます。仲よくなったらうちに誘

って、たくさんベトナム料理を作って、子どもたちとお母さんたちと一緒に食べながら、いろ

んな学校のことを教えてもらったりと、こっちから努力することが大事だと思います。 

 

 

高山 ：その中心に食べ物があると、よりいっそう絆が深まりますよね。 

尾木 ：食べるものっていうのはみんなをつないでくれますよね。 

学校でも、クラスに外国人籍の人がいると、例えばインドだったらインドの本場のカレーを作

ってもらうとかね、そういうので一気に交流が深まっていきますものね。 

高山 ：「自国の文化を発揮できる場があると強い」ということは、取材メモにあります。 

ブラジル人が多く住む地域の学校では、外国語活動の授業をポルトガル語にしてブラジル人の

子どもが自信を持ってそこで発言したり、周りからブラジルの人たちが尊敬をされるようなシ

ーンが作られたとか。南米の方が多く住む地域では、サッカーの大会、これが非常にいいみた

いですね。 
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尾木 ：サッカー強いもんね、ブラジル。 

高山 ：「どうやって蹴るの？」ってこっちが聞きたくなる。日本の子どもたちに、そんな場面があると

いいと。 

ビオラ：そこからあとは、いろいろとそこの文化を知ることができる。 

夕顔 ：やっぱり、交流の場ですよね。 

ビオラ：そうすると、ますますわかるしね。人柄とかもわかってくるし。 

夕顔 ：なんとなく日本人って、待っちゃっているんですよ。 

高山 ：お互いに遠慮を取っ払うと、意外に近いかもしれないですね。 

ビオラ：怖がっていたらダメですね。怖いかなって、それも偏見ですからね。 

高山 ：なんだか、スタジオの雰囲気が明るくなってきたような気がしますね。 

尾木 ：最初と全然違うんじゃない。ちょっとの時間しかたってないのに。やっぱりこういう交流、ぶ

つけ合うっていうことはすごく大事ですよね。 

違って当たり前で、違いを楽しむっていうか、それを学んでいくのでもすごく重要だと思いま

すよね。 

 

今日のポイント。 

外国人ホゴシャーズと接するときは、“日本人の当たり前”には、要注意！ 

そして、外国人の子がルーツに自信が持てるような場をもっと作ってあげてね。 

 

 

 

（終） 


