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　小平市国際交流協会（KIFA）は、設立 30 周年の記
念すべき年を迎えることができました。市民の皆さま
並びに多くの方々のご支援、ご協力により、今日の発
展を見ることができましたことは、喜びに堪えません。
　かれこれ 40 年前に、私がオーストラリアへ留学し
た際に経験したことの一端を紹介します。ある日、お
隣の国ニュージーランドへ行きました。空港へは夜遅
く着いたこともあって、街までタクシーで行くことに
しました。ところがタクシーの台数が少なく、タクシー
待ちの人の数からして、私の前の人でタクシーは終わ
りになることに気づきました。空港の明かりが徐々に
消え始め、タクシー待ちの乗客も少なくなり、「乗れな
かったらどうしよう」と心細くなりました。その時、
最後の乗客が「一緒に街中まで行きましょう」と声を
かけてくれたのです。これで助かったと胸をなでおろ
し、そのときの気持ちは何と表現していいのか、誘っ
てくれたことへの感謝の思いは、今でも忘れません。
　土地勘のない外国では、不安なことがしばしば起こ
ります。そんな時に救いになるのは、親切な方の一言
です。あの時の見知らぬあの方には、40 年近く経った

今でも感謝しています。困った人が
いれば助け、手を差し伸べ、言葉
を発します。そのような行為は、な
かなか出来ないものですが、勇気を
もって行動することが肝要です。日
本人でも外国人でも分け隔てなく、
同じように接することを忘れずに、日々を送っていき
たいと考えています。
　現在小平市には、約 5400 人の外国の方々が生活を
しています。すべての外国人に対して、快適な生活を
営むことができるようサポートをし、みなさんに愛さ
れる小平市並びにKIFA となるよう、役割を果たして
いきたいと考えています。
　今年度は新型コロナウィルス禍のため、一部の活動
が延期または中止などの処置がとられ、十分な活動が
できていません。外国人との交流や、外国人と日本人
とが互いに知識や経験を深めるための啓発活動なども
引き続き行い、多文化共生推進に努めていきたいと思
います。今後とも、当協会の活動に対して、ご理解を
賜りますようお願いいたします。

小平市国際交流協会理事長
安部泰人
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　日本で暮らすのは私が 6年、そして夫のウダーラはちょう

ど 10 年になります。二人とも大学の留学生として来日以来の

滞在年数ですが、現在私は子育てをしながら大学院の博士課

程で学び、夫は日本の IT企業の社員として勤務しています。

　新型コロナウイルスの影響で私達の日常のライフスタイル

は、ステイホームが中心の生活に大きく変わりました。夫は 2

月から全ての日が在宅勤務になり、私の大学もオンライン授

業となりました。今までのように家族一緒に外出する楽しみ

も制限されました。レストランで外食する頻度は減り、ピザ

などの宅配を利用し、我が家での食事が多くなりました。色

　インドネシア出身の飯島エルネスタさんは、祖国で仕事で

知り合った日本人と結婚、その後すぐ来日して 11 年で、日本

語もとても流暢です。日本にすっかり溶け込んでいる印象で

すが、同じ境遇の友達に会える楽しみもあり、毎週KIFA の

日本語会話教室に通っています。取材当日は 8ヶ月の赤ちゃ

んを連れてくる予定だったのですが、隣に住んでいるお義母

さんが仕事から帰宅したところに偶然出会い、快く預かって

くれたとのことで、2人の仲の良さが伺えます。

　いつも笑顔の印象だったので、出産も順調だったのかと思

いきや、一時は切迫流産しそうになったとか、大変な危機を

乗り越えらえた経験を伺いました。

　エルネスタさんは現在小学 3年生の男の子がおり、第一子

を出産した荻窪の病院へ通っていたそうです。ところが出産

　中国出身の楊璞頼シンさん（通称カオルさん）は、武蔵野

美術大学（ムサビ）の大学院１年生、造形構造研究科で現代

美術の映像アートを専攻しています。もともと四川美術学院

で映像を学んでおり、昨年の 10 月に来日して試験を受け、今

年４月から院生になりました。ムサビは、有名な監督などを

輩出しており、あこがれの大学だったそうです。しかし卒業

して社会で活躍できる場が限られ、想像していたのとは違う

んなことに興味を持ち、探求心

旺盛に歩き回る一才半の娘を、

家にばかり閉じ込めておくこと

は大変に難しいです。2020 年 2

月まではスリランカに住む私達

の母親が交互に来日し、数か月

間滞在しながら娘の世話をして

くれました。母親達がスリラン

カへ戻った後は、連日ビデオ電

話で娘の成長ぶりや近況を報告

し、その都度スリランカの様子を尋ねて知るようにしています。

　2021 年 3 月には私の第二子が誕生する予定で、夫の母親が

出産時期に合わせて来日することになっています。その頃も

コロナによる渡航の制限が続けば、母親のビザの取得が困難

予定月の前に体調が悪くなり、大学病院へ移され、集中治療

室へも入っていたとのこと。定評のある大きな病院で、医師

が日本語と英語で話すので状況がよく分かったそうですが、

医師の数が多いだけに治療方針が食い違う場面があり、テレ

ビドラマのようだったとか。建物が立派で素晴らしい施設な

のですが、実習生が大勢出入りするので、あまり落ち着かな

かったそうです。何よりも、子どもの面会が禁止されていて、

長男に会えなかったのが本当に寂しかったそうです。

　入院中、その長男の面倒はお義

母さんが見てくれていました。そ

れでもやはり心配で、やらなけれ

ばいけない事をリストアップして

連絡しようとしたところ、「そんな

ことをしたらお義母さんのプレッ

シャーになってしまうよ。」と友人

がアドバイスしてくれたそうです。

その後、状態が安定して、荻窪の

印象だということでした。

　日本に来てまもなくコロナの影響を受け、大学の授業はオ

ンラインが大半、ゼミ会だけが対面で行われています。オン

ライン授業だと友人に会えずコミュニケーションが取れない

のが残念だそうですが、日常生活はあまり問題ないとのこと

でした。一番の悩みは、マスクを着けている時間が長いので、

顔の皮膚が荒れること。マスクを着けない時間を少しでも増

やす、マスクの素材を変えてみるなどの工夫が必要かもしれ

ません。

　カオルさんは、中国の四川省の出身、一人っ子で両親は四

川にいます。両親は、日本に一人でいるカオルさんを心配は

となるため、大変に案じています。

　今回のコロナは日本社会や日本人について、多くのことを

学ぶ機会でもありました。このような事態であっても日本人

は皆で社会的価値を共有し、前向きな思考で行動する姿には

大変に驚かされました。国や自治体が厳しいルールを設けな

くとも、国民が自粛する意識を高く持ち、コロナ感染予防に

取り組んでいます。マスクの着用、手洗い、ソーシャルディ

スタンス、公共の場所を清潔に保つなど、日本人の感染予防

に対する強い意志が伺えます。その効果もあり、コロナ感染

による死者は 100 万人に対し 13 人程度（2020 年 10 月現在）

に抑えられており、他の先進諸国と比較しても非常に低い数

字をキープしています。ちなみに我が家での感染予防策とし

ては毎朝塩水で喉のうがいを行い、また身体の免疫力を高め

る為に自家製の薬草（ショウガとコリアンダーの種をゆでて

病院に移されたのですが、コロナの影響で通院が不安だった

こともあり、出産まで入院し、2月 17 日に無事女の子を出産

されました。

　ところが、約 1カ月の入院と出産を終えてやっと家に帰っ

たエルネスタさん、「もう泣きましたあ。」というほど大変な

状況だったようです。退院後もまだ動くのが辛いのに、それ

まで頑張ってお留守番していた長男が『赤ちゃん返り』（この

言葉を初めて知ったそうです）して、洋服を自分で着なくなっ

たり、そのうえコロナで小学校がお休みになり、習い事のプー

ルもなくなってしまいました。その時にも助けてくれたのは

お義母さんで、長男のことをとてもよく相手してくれて、ど

うにか乗り越えられました。今では、学校から帰ったお兄ちゃ

んは真っ先に赤ちゃんのところへ飛んでくるので、「手洗って

からよ。」と注意されるほど、妹を可愛がってくれるそうです。

　エルネスタさんがとても明るく話してくれるので、困難な

出来事が面白い体験談に変わってしまい、それがコロナ禍を

乗り越える術なのかと思えるほどでした。『お義母さん』とい

していますが、自立を尊重

しているようです。しかし、

ニュースでコロナのことを

聞くとカオルさんに連絡し

てくることがあるそうです。

欧州では第二波に入り、再

びロックダウンされた都市

も出てきていますが、カオ

ルさんは、欧米に比べて日本は安全と言います。留学先に日

本を選んで結果的に良かったかもしれません。四か国語に堪

能なカオルさんは、交換留学でイタリア、台湾にも行きまし

ろ過したもの）を飲むことも習慣にしています。

　スリランカは第一波では政府のコントロール下で、感染拡

大を抑えることに成功しました。最近では第二波が襲ってい

るものの、それでも感染者数は 4,500 人、死者数 14 人にとど

まっています（2020 年 10 月現在）。他のアジア諸国と比較し

ても非常に低い数字となっています。人口が少ないこともあ

り、政府は必要な措置を素早く発動しています。

　私達は来日して以来、ずっと日本の生活に大変満足して過

ごして来ました。今のコロナ感染状況が好転し、以前のよう

な日常の生活が再び戻って来ることを、心より祈っています。

その間、私たちは、ソーシャルディスタンスや公衆衛生を今

まで通りに維持していくことが、大変重要だと思います。

※本エッセイは、2020年10月～11月の英語でのやり取りをもとに、
　書き下ろしました。

う言葉が何度も出てきて、2人がとても良い関係なのが分かり

ます。また、まわりの友達のアドバイスを聞く素直さや、子

育てに対する一生懸命さが伝わってきて、素敵な人柄にすっ

かり魅せられてしまいました。

　エルネスタさんは勿論、出産後に来日するはずだったイン

ドネシアのお母さんや妹ともまめに、メールでやりとりして

いるそうです。インドネシアではまだ、ショッピングモール

に子どもや高齢者は入れなくなっており、学校もオンライン

だという状況なので、エルネスタさんが IKEAに行った話な

どすると、「大丈夫な

の？」と心配される

そうです。

　祖国のお母さんた

ちが安心して来日で

きる日が、1 日も早

く来ますように。

た。特にイタリアは、歴史があり文化が深いからという理由で、

博士課程への進学も視野に入れているそうです。

　カオルさんには日本でやっておきたいことが二つあります。

一つ目は勉強。六本木でのフィルムフェスティバルなど、現

場でのパフォーマンスを成功させたいこと。二つ目は趣味。

キーボードが弾けるので、バンドを組んでライブコンサート

をやったり、バイクの免許を取って、きれいで面白い日本で

のツーリングを楽しみたいそうです。

　映像の勉強のかたわら、趣味にも意欲を持つカオルさん、

現状では多少の不安があるそうですが、コロナに負けず将来

の夢に向かって進んでほしいと思います。

コロナ禍での日本再発見
スリランカ出身

ナターシャ・テヌワラ

コロナ禍における留学生活
インタビュー日：11月2日（月）

コロナ禍での出産と育児
インタビュー日：10月28日（水）

Zoomを利用してのインタビュー
（左がカオルさん）

エルネスタさん ロビーでのインタビュー



多文化理解講座
～ウクライナ編～

10月17日（土）

編 集 後 記

　新しい日常が定着しつつある中、新型コロナウイル
スの感染者が急増したことで、再び警戒感が高まって
います。2021 年が全世界の人々にとって平和な年とな
ることを強く願わずにはいられません。我が家も外国
に住む家族にいつ会いに行けるのか分かりません。在
日外国人とその家族が安心して再会できる日が、一日
も早く来ることを切望しています。� �（A.C）

発行日　2021年1月1日
発　行　小平市国際交流協会
編　集　機関紙グループ
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学園西町地域センタ− 3階
TEL. 042-342-4488
FAX. 042-347-3003

◎新年交流会・餅つき大会	 中止

※日本語会話教室、こども日本語学習支援教室、英会話教室、イタリア
　語教室、中国語教室は、新型コロナウィルスの感染防止に努めて実施
　予定です。
※新型コロナウィルスの感染拡大状況により、予定は随時変更となります。
　　　　最新状況は、KIFAミニレターまたはHPをご覧ください。

これからの行事予定

令和2年度第1回ボランティア幹事会
9月12日（土）

　共通課題としてはボランティアの人員不足が話題となりま
した。『ボランテイア活動＝外国語使用』といった先入観から、
参加を躊躇されている人も少なくない、との声も聞かれました。
活動内容を正しくPRし、この誤解を払拭する工夫が必要と
なります。現在11のボランティアグループがあり、活動の種
類は豊富で多岐にわたってい
ます。希望される方々にマッ
チした活動は、必ずやその中
から見出せるでしょう。
　KIFA設立 30年の歴史は、
多数のボランティアに支えら
れた30年とも言えます。40年、
50年・・と次世代へつなげる
には、更に多くのサポーター
の活躍が望まれます。

　今年度のボランティア幹事会は、新型コロナの感染防止を
十分に配慮し開催されました。出席者は国際理解講座、日本
語会話教室（月・金・土）、こども日本語・学習支援教室、世
界の料理、翻訳・通訳、生活情報提供、災害時対応、機関紙
の各グループ幹事ら13人です。事務局から令和2年度に計
画されている、25件の事業について進捗状況の報告がありま
した。既に中止が決定されているイベント、今後実行の可否
が未定のイベントも確認されました。
　幹事会はグループ活動にお互いが理解を深め、必要な情報
を共有し合う大変有意義な機会でもあります。意見交換では
各グループの現状と問題点について議論を交わしました。日
本語会話教室グループからは、受講生の出席状況についての
悩みが話されました。途中で来なくなるケースが、初心者の
受講生に多いそうです。日本で暮らす外国人の日本語教育の
充実が問われるなかで、課題となっています。

ボランティアグループ一覧
グループ名

1 国際理解講座
2 日本語会話教室指導
3 保育（日本語会話教室）
4 こども日本語・学習支援教室
5 ホームビジットホスト
6 交流イベント企画
7 世界の料理紹介
8 機関紙の編集・発行
9 生活情報提供
10 翻訳・通訳
11 災害時対応

　三週にわたって開催された「多文化理解講座 in�English」
の最終回に登場したのは、ウクライナ出身のマキシム・グシ
エフさんでした。当日、土地勘のない地で間違った電車に乗り、
開始時刻までにKIFAにたどり着けないというアクシデントは
あったものの、到着するや、何事もなかったように、滑らかに
お話が始まりました。少し早口の流暢な英語で、ウクライナ
の歴史に始まり、地政学、文化、そして自身の専門分野であ
る防災関係の話題まで、多岐にわたる内容を、スライドを交
えて熱く語ってくださいました。
　ウクライナは日本人にはあまりなじみのない国ですが、「キ
エフ」「チェルノブイリ」という地名を聞いて知らない人はい

ないでしょう。最近ではクリミア
半島情勢が新聞を賑わせていまし
た。ヨーロッパの中でも有数の国
土面積を誇るウクライナは、気候
が温暖、小麦、ひまわりといった
農産物の生産高が高いとのことで
す。国内には温泉もあるそうです。
最近ではチェルノブイリにも野生
の動物が戻っており、地域も回復
の途上にあるとのことでした。ま

た、通常ロシア料理として認識されているボルシチも、ウクラ
イナの人達は、自分たちが本家であると考えているという話も
面白かったです。
　水災害の専門家のマキシムさんは、アメリカの大学で、修
士号と博士号を取得しています。インディアナ大学に在学中
に、ピアノを学んでいた日本人と出会い結婚されました。そ
の後仕事のためにニュージーランドに渡り、現在はつくばに
ある、ユネスコ後援機関水災害・リスクマネジメント国際セン
ターで研究員として働いています。今後も専門の知識を活か
し、世界を股
にかけて活躍
されることで
しょう。

マキシム・グシエフさん

URL http://www.kifa-tokyo.jp/　　E-mail  info@kifa-tokyo.jp




