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編集担当より From the Editor

❖コロナ禍において、取材活動も制限を受け
る中ではありましたが、各章にて登場いただい
た方々の協力のお陰で、今年度も無事に本誌を
発行することができました。
第1章にて紹介した渋谷ザニーさんと当財団
とのご縁は16年前の2005年に当財団が行っ
た「トークショー」に遡るものであり、これは偶
然にも第2章で紹介したクリニック院長の武
永賢さんについても同じでした。
第3章では茨城県内で東南アジアの野菜作り
に励む元ラオス難民女性を「学習まんが」にて
紹介し、第4章では千葉県内で定住した難民へ
の日本語教室を主宰している仙部さんの活躍
を、そして、第5章ではこれから定住を目指す
難民にとり、最も重要な職業斡旋業務をしてい
る難民事業本部の職業相談員による“営業は断
られた時から始まる”との辛抱強い気持ちが導
いた斡旋の事例を紹介しました。登場する方々
の背景や歩みは様々ですが、人と人の出会いが
もたらすものの大きさを感じます。

❖ところで、当財団の広報誌には、『愛』と姉妹
誌の『別冊愛』の二種類があります。
『愛』は、当財団が「アジア孤児福祉財団」と呼
ばれていた1976年に創刊されており、来年
（2022年）2月発行予定の版で第45号となりま
す。一方、日本語とその英語訳併記の『別冊愛』
は、2016年に創刊されており、本号で第7号目

となります。『愛』が毎年の当財団の事業実績を
紹介しているのに対し、『別冊愛』は福祉や教
育、そして難民問題等の分野で活躍される方々
との対談、寄稿文、自己紹介文などを、英語訳を
付して紹介しております。（「学習まんが」が加
わったのは2017年発行の2号目からです）

❖両広報誌に共通するタイトルの「愛」です
が、これは当財団の初代理事長である松田竹千
代（理事長在任：1969年12月～1976年5月）
が、ベトナム戦争当時、同国各地で発生した戦
災孤児の救済のため、サイゴン郊外に戦災孤児
の宿舎兼職業訓練施設を建設することを計画
し、1973年8月からは同施設建設のための募
金活動を開始し、日本全国の銀行のカウンター
に募金箱を設置させて頂きました。こうした募
金箱には松田本人が筆を揮った「あなたの愛の
手を」の一文が印刷されていました。
1976年5月に当財団の第二代理事長に就任し
た奥野誠亮（理事長在任：1976年5月～2008
年4月）により、財団広報誌を発行することと
なると、奥野はその広報誌のタイトルとして前
任者である松田に因んで最初は『あなたの愛の
手を』とし、1986年2月発行の第9号からは
『愛』に変更し、今日に至っております。どうぞ
これからも『愛』及び『別冊愛』を宜しくお願い
申し上げます。

（了）

アジアの国の人 と々のお花見風景です。特定の桜の名所ではありません。読者の皆さんの心の中にある「桜の名所」
をイメージしてみてください。マスクなしで寛げるようなお花見が、いつの日か戻ってくることを祈ります。



昨 2020 年の年明けから猛威を振るった

新型コロナウィルス感染症は、越年して度々

ピークを迎えながら今に至っています。この

ため、日本での難民定住者や難民認定申請

者の方 も々昨年に続いて、生活の困窮が生じ

ました。当財団では、昨年に続いて HP 及

び SNS を活用して同感染症に関する各種の

情報を各国語にて発信すると共に、困窮し

た難民定住者等の方々への総額 1,169 万円

の食料、生活必需品の緊急支援を行いました。

（この支援の詳細は、前年同様に本編「愛」

にて詳しく紹介します）

新型コロナウィルス感染症が再び世界中

で広がる中、2020 東京オリンピック及びパラ

リンピックが開催されました。感染症予防措

置が大変に厳しい中での開催となりましたが、

世界各国・地域からの選手団や難民選手団

を迎えての開催となったことは、まだ記憶に

新しいところです。

一方で、同じアジアにおいて国内情勢の

変動の結果として、多くの避難民の発生や国

N o v e l  c o r o n a v i r u s  ( C O V I D - 1 9 ) 
infections, which have been sweeping across 
the globe since the beginning of 2020, 
continue to be reported even today and 
the case numbers have peaked on multiple 
occasions. Due to the pandemic, many 
settled refugees and asylum-seekers in Japan 
have suffered from financial difficulties 
since last year. Given this, the Foundation 
for the Welfare and Education of the Asian 
People (FWEAP) has provided a variety of 
information on COVID-19 since last year 
in various languages via its website and 
social media sites. The FWEAP has also 
provided emergency support amounting to 
11.69 million yen by supplying food and 
daily necessities to settled refugees and 
others experiencing financial hardship. (As 
last year, details on the FWEAP’s support 
activities can be found in its public relations 
magazine “Ai.”)

T h e  2 0 2 0  To k y o  O l y m p i c s  a n d 
Paralympics were held amid a resurgence 
of COVID-19 infections all over the world. 
Held under extremely strict infection 
preventive measures with the participation of 
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INTRODUCTION

外流出が生じている国もありました。当財団

としては、一日も早くこうした諸国において紛

争が平和的に解決され、国民が安心して元

の暮しに戻れることを望みます。

さて、今回の別冊『愛』では、前号に続

いて様々な背景を持ち、それぞれに道を切り

拓いてきた人の体験談や、支援をする方々の

活動などを紹介したく思います。コロナ禍で

の困難、そして様々の制限が続く日々ですが、

こうした体験や活動を通じて、読者の皆様に

少しでも勇気と希望をお届けしたいと思って

おります。

第一章では、日本で活躍するミャンマー出

身のファッション・デザイナーであり、慈善活

動家でもある渋谷ザニーさんとの対談を紹介

します。8 歳で来日し、大学では国際関係

論を勉強したザニーさんがファッション・デザ

イナーを志した背景について、また、祖国ミ

ャンマーでの状勢を踏まえて自ら立ち上げた

支援活動についてなどをお聞きしました。

第二章は、ベトナム出身の武永賢さんから

の寄稿文です。17 歳で来日し、日本の中学、

高校で猛勉強をして大学医学部に進み、卒

業して 8 年間救急医として勤務した後、現在

は新宿区内にあるクリニックの院長をされて

athletes, including refugee athletes, from all 
over the world, the event is still fresh in our 
memories.

Nonetheless, many refugees and evacuees 
have been displaced from certain places 
elsewhere in Asia due to changes in the 
circumstances of their home countries. We 
hope that the conflicts in these countries will 
be settled peacefully and that the people will 
be able to resume normal, peaceful lives 
there as soon as possible.

Continuing on from the previous issue, 
this extra issue of “Ai” introduces the 
experiences of people from a variety of 
backgrounds who have paved a new way 
forward as well as the activities of their 
supporters.

Although the challenges and various 
restrictions associated with the COVID-19 
pandemic will no doubt continue, we hope to 
give our readers a little courage and hope by 
sharing these experiences and activities.

Chapter 1 features an interview with Mr. 
Shibuya Źarny, a Myanmar-born fashion 
designer and philanthropist who works in 
Japan. Having moved to Japan at the age 
of eight, Mr. Źarny studied international 
relations theory at a university before 
aspiring to become a fashion designer. In 
this interview, we asked him about the 
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INTRODUCTION

います。日々の仕事を通じての患者さんとの

出会い、医師としての思い等について、寄稿

いただきました。　

第三章の「学習まんが」は別冊「愛」の中

でも人気のあるコンテンツです。今回はラオ

ス出身の元インドシナ難民で、現在茨城県内

で農園を経営し、様々な東南アジア特有の

野菜類を生産、販売している今井明子（セイ

ンティサック・シーサアット）さんご夫婦の活

躍振りを紹介します。

第四章では、「第三国定住難民」として来

日し、6 ヵ月に亘る研修を終え、各地に定住

した人々のうち、埼玉県春日部市に在住する

こととなった方々への日本語教室を開催して

日本語指導をされている仙部孝一さんの「MY 

STORY」をご紹介します。仙部さんは、こ

の他にも就労・就学の相談なども行っている

そうです。そして、日本語教室をオンライン

でも開催している仙部さんは、遠方に住む教

え子の日本語能力試験の結果が出るのを楽

しみにしているようです。

そして、第五章で紹介するのは、当財団

傘下の難民事業本部（RHQ）所属職業相

談員である廣森司さんからの寄稿です。廣森

職業相談員は、日本に定住を希望する難民

background to his career and the support 
activities that he had launched in light of the 
situation in his home country of Myanmar.

Chapter 2 looks at a contribution from Dr. 
Ken Takenaga from Vietnam. After moving 
to Japan at the age of 17, he studied hard at 
a Japanese junior and senior high school, 
graduated from a university medical school, 
and worked as an emergency doctor for eight 
years. Now serving as the director of a clinic 
in Shinjuku Ward, he wrote about some 
encounters that he has had with patients 
during his everyday work and a few thoughts 
based on his position as a doctor.

Entitled “Learning Manga,” in Chapter 3 is 
one of the most popular features in this extra 
issue of “Ai.” This chapter introduces the 
activities of Mrs. Akiko Imai (Senginthisack 
Sysaath), a former Indochinese refugee from 
Laos who currently runs a farm together with 
her husband in Ibaraki Prefecture to produce 
and sell various vegetables that are popular 
to Southeast Asia.

Chapter 4 features “My Story,” as told 
by Mr. Koichi Sembu. Mr. Sembu runs 
Japanese language classes for refugees 
who have resettled in Kasukabe City, 
Saitama Prefecture, after completing a six-
month training program. He also provides 
consultations on settled refugees’ work and 
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認定者に対し、政府の難民定住支援事業の

一環として、各自が持つ資質や希望を踏まえ、

各自に適した仕事を捜し、その仕事の事業

者との面談や会社訪問などを手配しています。

採用が決まった時の本人の悦びが職業相談

員としての悦びでもあるそうです。

より多くの方に今回の別冊「愛」をお楽し

みいただければ幸いです。最後になりますが、

読者の皆様も、呉々も健康にご留意の上お

過ごしください。そして、来たる 2022 年に

は皆様が安全で安心した生活を迎えられます

ように。

school studies. Not only that, Mr. Sembu 
holds Japanese classes online so he eagerly 
looks forward to the results of the Japanese 
Language Proficiency Test (JLPT) when 
students of his that live some distance away 
take it.

Chapter 5 looks at a contribution from Mr. 
Tsukasa Hiromori, a vocational counselor 
for the Refugee Assistance Headquarters 
(RHQ). As a counselor for a refugee 
settlement support project outsourced by the 
Japanese government, Mr. Hiromori searches 
for suitable jobs for refugees wishing to 
settle in Japan, taking into consideration 
their respective qualities and desires. He 
then arranges interviews with the persons 
in charge at the target companies as well as 
visits to the companies. He explained that, 
as a vocational counselor, it gives him great 
satisfaction to see the joy experienced by 
settled refugees when they successfully find 
employment.

We hope that many people will enjoy 
reading this extra issue of “Ai,” and 
sincerely wish all of you a healthy, safe and 
peaceful year in 2022.

2021 年 11 月

アジア福祉教育財団職員一同

November 2021
All of the staff at the FWEAP
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ファッションデザイナーとして世界を舞台に活躍する渋谷さん。2 月のクーデター以降、軍の弾圧の現状を

世界に発信し、活動を行う中、祖国の現状をどんな思いで見つめているのかお話を聞きました。

Mr. Źarny Shibuya is a fashion designer who is active on the world stage. He has been sharing information with 
the world on the current situation of the military crackdown in Myanmar since the coup d’état in February, this 
year. In this interview, Mr. Shibuya shared his thoughts on the current status of Myanmar, his home country.

インタビュアー／安細 和彦 アジア福祉教育財団 理事長補佐
interviewer / Kazuhiko Anzai
Advisor to the President of the Foundation for the Welfare & Education of the Asian People

ファッションデザイナー
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1985 年１月１日生まれ。旧ビルマのヤンゴン出身。1993

年、既に日本に亡命していた父の招きで母と共に日本へ移住。

2007 年亜細亜大学卒業。大学在学中に雑誌モデルの仕事を

始めたことをきっかけに、ファッション業界へ入る。2011

年には自身のファッション・ブランドである「ŹARNY」を

創設し、国内外問わず高い評価を受けている。2007 年に自

らが難民であることを告白。以後、祖国ミャンマーへの様々

な支援活動を行っている。

Born on January 1, 1985; originally from Yangon in the former 

Burma. In 1993, having been invited by his father who was already 

in exile in Japan, he left Burma to Japan with his mother. After 

graduating from Asia University in 2007, he joined the fashion 

industry, where he had been working as a magazine model while 

attending university. In 2011, he established his own fashion brand, 

"ŹARNY," which has earned high praise both in Japan and overseas. 

After announcing that he was a refugee in 2007, he has engaged in 

various support activities for his home country, Myanmar.

Profi le

  Ｑ：1985 年のお生まれだと聞いていま
すが、ミャンマーのどちらでお生まれになったん
ですか。ミャンマーの思い出についてもお聞かせ
ください。

私はヤンゴンで生まれました。父方の祖父

はパディゴン（Padigon）郡区を建都した豪

族の直系の末裔で旧ビルマ貴族階級出身の大

学教授兼画家でした。母方はかつてビルマ王

朝時代王家に仕えた家系と聞いています。両

親は共に学生時代はビルマ民主化運動に身を

投じていました。

私が８歳まで過ごしたヤンゴンは、何もな

いながらも素朴で美しい街でした。街路樹は

丁寧に植栽され、人々の暮らしは裕福とは言

えませんが活気がありました。柵越しに（他

人の家の）テレビを観る人々や、藁の上にノ

コギリで切った氷を入れて冷やす木製冷蔵庫

等、社会主義時代だった当時のヤンゴンの情

Q: I heard you were born in 1985. 
Where in Myanmar were you born? Also, please 
tell us about your memories of Myanmar.

I was born in Yangon. My paternal grandfather 
was a university professor and painter originally 
from the aristocratic class in the former Burma, 
a direct descendant of the local ruling family 
that established the area of Padigon. I heard that 
my mother was born into the family that served 
the royal family during the Burma dynasties. 
Both of my parents were committed to Burma's 
democrat izat ion movement dur ing thei r 
university days.

Yangon, where I lived until I was eight, 
was a simple and beautiful city even if there 
was nothing particularly special about it. The 
roadside trees were carefully planted, and 
people lived active lives, though they were not 
wealthy. Scenes in Yangon during the socialist 
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景が今でも目に浮かびます。

2013 年に 20 年ぶりに帰国する機会があっ

たのですが、整備が行き届かずに破損した道

路や外壁などの金メッキが剝がれ、荒廃して

しまった寺院等、変わり果てた街の姿に愕然

としました。私の記憶に残っている美しい街

並みはどこにもなかったのです。最初は、幼

少期の思い出を美化していたために現実の風

景にギャップを感じたのかな、とも考えまし

たが、実際は長い軍事政権下の影響でヤンゴ

ンの街は疲弊していたのだと思います。

子供の頃の私は祖父の影響を受け、絵を描

くことが大好きな子でした。ところで、私は

これまでの人生で２回銃撃に遭遇しているん

ですが、１回目の銃撃に遭った時も祖父の家

で絵を描いていましたね。1988 年だったと

思うのですが、祖父と父が居間でくつろいで

いたところに、ジープでやって来た兵士たち

が外から撃ってきたんです。機関銃の掃射音

やジープが急発進した音が今でも耳の奥に響

いています。その時、私は別の部屋にいたん

ですが、常日頃祖母から「銃撃音や騒乱の音

が聞こえたらベッドの下に潜りなさい」と言

い聞かされていたので、その教えに従いベッ

ドの下に飛び込みました。

period still come to my mind—people watching 
the TVs (of their neighbors) over fences, wooden 
refrigerators storing ice blocks cut with a saw on 
straw beds, and so on.

In 2013, I had an opportunity to return to 
Myanmar for the first time in 20 years. I was 
stunned to see that the city’s appearance had 
changed completely. For example, the roads 
were in poor condition, and at ruined temples, 
the gold-plated surfaces had peeled off. The 
beautiful cityscape I remember was nowhere 
to be seen. At first, I thought that I was just 
experiencing a gap between the actual landscape 
and my beautified childhood memories, but I 
came to understand that the city of Yangon had 
actually been devastated under the long rule of 
the military regime.

Influenced by my grandfather, I was a child 
who loved to draw pictures. By the way, I have 
come across gunshots twice in my life: the 
first time was when I was drawing a picture in 
my grandfather's house. I think it was in 1988 
when soldiers appeared by jeep and shot from 
outside the house while my grandfather and 
father were relaxing in the living room. The 
sounds of the machine gun fire and the noise 
of the sudden start of the jeep still echo in my 
ears. At that time, I was in a different room. As 
my grandmother always said to me, "Dive under 
the bed if you hear gunshots or violence," I dove 
under the bed, following her words.

Despite the continued shooting, my father 
rushed into the room where I was hiding alone, 
and drug me out from under the bed without 
any regard to injuring his arms by the broken 
glass scattered about the floor. At that time, I 
was still three years old, but I later heard that 
I looked to be in a very bad mood. Even as a 
child, I probably felt anger towards such sudden,  

機関銃の掃射音が
今でも耳の奥に
響いています
The sounds of the machine gun fire still 
echo in my ears.

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん
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銃撃されているのにも関わらず、父は私が

独りでいた部屋にやって来て、床に散らばっ

たガラスの破片で腕が傷つくのも厭わず、私

をベッドの下から引きずり出してくれました。

当時私はまだ３歳でしたが、非常に不機嫌な

様子だったそうです。子どもなりに、突然向

け ら れ た 理 不 尽 な 暴 力 に 怒 り を 感 じ た ん で

しょうね。

この１回目の銃撃については、14 歳の時に

出場した弁論大会で語ったことがあります。

そして最近、実家の自室を整理していたらス

ピーチ原稿が出てきたんです。久しぶりに読

み返して「あぁ、今のミャンマーの情勢はあ

の頃と何も変わっていない」と改めて認識し

てひどく落ち込みました。

２回目の銃撃は、両親と３人でシュエダゴ

ン・ パ ゴ ダ に 行 っ た 時 の こ と で し た。 父 は

1989 年には日本に亡命しているので、恐ら

くこれも１回目と同年の 1988 年のことだっ

たと思います。シュエダゴン・パゴダはヤン

ゴンの中心にある観光地としても有名な寺院

で、巨大な黄金仏塔の前にタイル敷きの美し

い広場があるんですが、そこにいた時に突然

兵士たちがやって来て一斉射撃を始めたんで

す。広場にいた人々は逃げ惑い、大混乱にな

りました。

私は父に抱かれ、家族３人死に物狂いで逃

げました。長い大理石の階段を駆け下り、途

中で脇道へ入って正規の出入口ではないとこ

ろから寺院の外に出て、下町まで逃げたとこ

ろでバスへ飛び乗りました。

恐怖に顔を歪める両親の横顔と、私を抱い

た父の肩越しに見えていた兵士たちの黒い影、

そして彼らの背後にそびえ立つシュエダゴン・

パゴダの虚しくも煌びやかな黄金仏塔。私は

outrageous violence.
I spoke about my first gun attack experience 

in a speech contest when I was 14 years old. 
Recently, while I was tidying up my room at my 
parents' home, I found the speech manuscript. 
After reading it over again for the fi rst time in 
many years, I was terribly depressed to realize 
that the current situation in Myanmar has not 
changed at all since that time.

The second gun attack occurred when I went 
to the Shwedagon Pagoda with my parents, 
which was probably in 1988, the same year as 
the first attack, because my father went into 
exile in Japan in 1989. The Shwedagon Pagoda 
is a temple that is also a famous sightseeing 
spot in the center of Yangon. A beautiful, tiled 
square lies in front of the huge golden pagoda. 
When I was there, suddenly soldiers burst into 
the square and began opening fi re. The people in 
the square panicked, running around trying to 
escape. It was total chaos.

My father, holding me in his arms, and my 
mother ran frantically down the long marble 
stone stairs, turned onto a side street, exited 
the temple from a subordinate gate, and then 

Current Status of Myanmar and My Thoughts on My Home Country Shibuya Zarny

20 年振りに帰郷し、車窓から外を眺めるザニー氏
Źarny Shibuya, having returned home for the fi rst time in 20 
years, looks out from the train window
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父の腕の中でそれらを見、全ての景色を色彩

と共に今でもしっかりと覚えています。その

日に着ていた洋服の色までもです。それと、

バスに飛び乗った直後に見た虹のことも忘れ

られません。当時私は水槽で魚を飼っていた

のですが、水槽内に映る光の反射を虹だと教

わっていたので、車内から空にかかる虹を目

にした時、それが何か解らなかったんです。

「あれはなに？」と両親に尋ねました。それが

初めて見た虹の思い出です。

今思えば、この敏感な色彩感覚があったか

らこそ、デザイナーという仕事に就けたのか

もしれません。

 Ｑ：翌年にはお父様が日本に亡命なさっ
たということですが、ザニーさんが日本へ移住さ
れたのはいつだったんですか。

1993 年の６月です。アウン・サン・スー・

チー女史が軟禁され軍事政権が力を増してき

た頃、祖国に残る妻子を心配した父の招きに

よって、母と共に日本へ亡命しました。ただ、

当初私は母から「日本へ桜の花を見に行くの

jumped on a bus in a downtown street.
I still clearly and vividly remember everything 

I saw in my father's arms on that day, including 
my parents' faces in profile distorted in terror, 
the black shadows of soldiers, the emptily 
glittering golden stupa of the Shwedagon Pagoda 
behind them I saw over my father's shoulder, 
and even the colors of the clothes I was wearing. 
Also, I cannot forget the rainbow I saw right 
after we jumped on the bus. Around that time, 
I kept a fish in an aquarium and was taught that 
the reflection of colorful lights in the aquarium 
was something called a rainbow, so when I saw 
an actual rainbow in the sky from inside the bus, 
I did not understand what it was. I asked my 
parents, "What’s that?" That is the first rainbow 
in my memory.

Looking back now, it is probably this highly 
sensitive sense of color that made it possible for 
me to become a designer.

 Q: I heard your father went into exile 
the following year. When did you leave Burma to 

Japan?

I moved to Japan in June 1993. When Aung 
San Suu Kyi was put under house arrest and the 
military government took power, I went into 
exile in Japan with my mother at the invitation 
of my father, who was worried about my mother 
and I as we had remained in our home country. 
However, at first my mother said to me, "We are 
going to see the cherry blossoms in Japan," so 
I thought, "I'm going to Japan to draw cherry 
blossom pictures. I will meet my father after 
several years!" One of my paternal ancestors 
had been a local lord in Shan State in eastern 
Myanmar, and I had often heard about wild 
cherry blossoms blooming in Shan State, so I 

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん

ミャンマー出国前に撮った最後の祖父母との写真
The last photo with his grandparents before leaving Myan-
mar

11



よ」と聞かされていたため、「桜のお絵かきを

しに行くんだ！　数年ぶりにお父さんに逢え

るんだ！」くらいの感覚でいたんです。 私の

父方の先祖の一人には、ミャンマー東部のシャ

ン州で藩主をしていたという話を聞いていた

ため、シャン州に咲くという野生の桜の話を

度々聞かれていたこともあって、桜という花

にとても興味があったんです。だから日本へ

行くことが楽しみで楽しみでたまりませんで

した。

ところが出発当日の朝、朝食の席に着いた

私は不気味なほどに静かな大人たちの様子に

ひどく困惑しました。親族たちは空港へ見送

りにも来てくれたんですが、その時も皆さめ

ざめと泣き、辛く、心配そうにしていました。

母の手に引かれながらそんな親族たちの様子

を見た時、「あぁ、これはもう帰って来られな

いかもしれない」と悟りましたね。その時、

母の履いていたハイヒールが空港の大理石の

床にカッカッカッと静かに響く音と抱きかか

えられた母の胸から伝わる、ドクドクと鳴る

緊張した母の心臓の鼓動がリンクしていたの

が印象に残っています。

無事に日本に到着したものの、桜はとっく

に散っていました。６月でしたからね。しか

も梅雨の時期だったせいか、ひどく気持ちが

沈んだのも覚えています。東南アジアでは雨

は恵みの象徴でしたので、日本の梅雨のもの

寂しい雰囲気にはなかなか慣れることができ

ませんでした。特にあの年の６月はすごく辛

かったですね。飛散防止のワイヤ－が入った

ザラザラとした曇りガラスに雨が打ち付ける

様は、正直今でも苦手意識があります。あの

曇りガラスの冷たさや質感は、当時のミャン

マーにはありませんでしたから。ただ、そう

was very interested in cherry blossoms and very 
much looking forward to going to Japan.

However, on the morning of the departure 
day, I was terribly confused by the eerie quiet 
of the adults at breakfast. My relatives came to 
see us off  at the airport, but they were weeping 
bitterly and shedding tears with such worried 
looks on their faces. When I saw these relatives 
while walking hand in hand with my mother, I 
realized that I might not be able to come back 
again. I still strongly remember the quiet echo 
of my mother's high heels on the marble floor 

of the airport linked to the nervous thumping of 
her strained heart.

We arrived safely in Japan in June, so the 
cherry blossoms had already fallen. I remember 
feeling terribly depressed probably because 
it was the rainy season. Rain is a symbol of 
blessings in Southeast Asia, but it was diffi  cult 
for me to get used to the lonely atmosphere of 
Japan’s rainy season. Because it was very hard 
for me in June that year, to be honest, I still 
have an aversion to seeing rain hitting rough 
frosted glass reinforced with wire mesh. Frosted 
glass with such a cold texture did not exist in 

あぁ、これはもう
帰ってこられないかも
しれないと悟りました
Oh, I realized that I might not be able to 
come back again.

Current Status of Myanmar and My Thoughts on My Home Country Shibuya Zarny
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いった暗い心境の中でも、「これから日本で暮

らしていくんだ」という覚悟は決めました。

小学校へ入学したのは、日本に来て約半年

後の 1993 年 11 月でした。両親は小学校へ

の入学のさせ方が判らず、最初、私を保育園

に入れようとしました。この時私はすでに８

歳になっていたので、対応に当たった保育園

の園長さんには「そんな、とんでもない」と

大変驚かれましたが、幸い彼女が知り合いの

区議会議員の方を紹介してくださり、その区

議会議員の方の尽力で日本語学級のある公立

小学校に入学することができたんです。

その時は日本人の方々の善意に助けられま

したが、基本的に私たち家族は、どんな団体

からの支援も援助金も就学金も受け取りませ

んでした。難民として認められ、一般的な日

本人家族と同じように、日本を定住できる住

まいとすることができる、ただそれだけで十

分でした。そうでなければ、平和な地で自立

した生活を送ることを目標としてやって来た

私たち家族の精神に背くからでした。そのよ

うな両親の元、私は育ちました。家計は大変

でしたが大学進学もでき米国留学もし、こう

して社会人となりました。

Myanmar at that time. Although I was in such a 
depressed state of mind, I determined to prepare 
myself for my life in Japan.

I entered elementary school in November 
1993, about six months after I came to Japan. 
My parents did not know how to enroll me in 
elementary school, so they first tried to enroll 
me in a nursery school. Because I was already 
eight years old at that time, the director of the 
nursery school was very surprised, saying it was 
out of the question, and introduced us to a ward 
councilor she knew. Thanks to the councilor's 
efforts, I was able to enter a public elementary 
school that had a Japanese language class.

We were helped by the goodwill of the 
Japanese people at that time, but basically 
our family did not receive any support, aid 
money, or scholarships from any organization 
because we felt it was sufficient for us to be 
recognized as refugees and to be allowed to 
live in Japan like an ordinary Japanese family. 
Doing otherwise went against the philosophy of 
our family, who came to Japan with the goal of 
living independent lives in a peaceful country. I 
was raised by such parents. Despite our financial 
struggles, I was able to enroll in an university 
and study abroad in the US, and I have now 
become a productive member of society.

 Q: Did you learn Japanese in the 
Japanese language class at your publ ic 
elementary school?

My first Japanese teacher was Mr. Kuzuoka, 
who was in his 60s at that time, and he had 
been born before World War II. That may be 
the reason why my Japanese sounds a little old-
fashioned. He was originally from Manchuria 
and was repatriated to Japan when he was 14 

日本に住むことができる
それだけで十分でした
We felt it was sufficient for us 
to be allowed to live in Japan.

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん
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Ｑ：日本語はその公立小学校の日本語
学級で学んだのですか。

初めて日本語を教えてくれたのは、葛岡先

生という当時 60 歳代の戦前生まれの方でし

た。私の日本語が少し古風なのは、恐らく先

生の影響です。先生は旧満州出身で確か 14

歳の時に日本国内に引き揚げて来たそうです

が、「大陸に沈む夕日が忘れられない」とよく

おっしゃっていました。1995 年がちょうど

戦後 50 年の節目だったせいか、ビルマ戦線

やインパール作戦の話も熱心に語ってくださ

いましたね。今思えば、故郷へ帰ることがで

きない私の境遇に、自分のそれを重ねてくだ

さっていたのかもしれません。大人になった

今、「先生の心の故郷は一体どこにあったのだ

ろう」と思いをはせることもありますが、当

時はそのようなことにまで考えは及びません

でした。

葛岡先生のご指導を受けながら日本語を猛

勉強した結果、小学５年生の後半には日本人

の生徒に混ざり教室で国語の授業を受けるこ

とができるようになりました。特に漢字につ

years old, if I remember right. He often said, "I 
cannot forget the sunset on the continent." He 
also enthusiastically talked about the Burma 
front and the Battle of Imphal perhaps because 
the year 1995 fell on the 50th anniversary of 
the end of World War II. Looking back, he may 
have confl ated his experiences with my situation 
in which I could not return to my hometown. 
Now, as an adult, I sometimes wonder where his 
hometown was, though I never gave any thought 
to it at that time.

As a result of studying Japanese very hard 
under Mr. Kuzuoka's guidance, in the second 
half of the fifth grade of elementary school, I 
became able to attend Japanese language classes 
together with Japanese students. In particular, 
I desperately studied the kanji characters by 
writing them down repeatedly like Buddhist 
sutras. Back then, I strongly felt that no one 
would understand me or help me when I needed 
it if I could not communicate with other people. 
I was also careful about my appearance. I tried 
to look fashionable by polishing my sneakers, 
ironing my T-shirts, and setting my hair. Thus, 
my interest in fashion led me to my current job.

Q: When it comes to fashion, I heard 
you designed the purple lungi which Ms. Aung 
San Suu Kyi wore at the Nobel Peace Prize 
Awards Ceremony in Oslo, Norway in 2012.

I sent the lungi to Ms. Suu Kyi with the help 
of an uncle I trust in Myanmar. During the 
democratic revolution, Ms. Suu Kyi advocated 
for the idea of "Kayan Pya Setter" (purple 
thought), which means "taking the middle way 
(purple), neither red representing socialism nor 
blue representing Western capitalism." So, I 
dyed the fabric in a traditional Japanese color of 

Current Status of Myanmar and My Thoughts on My Home Country Shibuya Zarny

ご両親と小学校 5年生のザニー氏
Źarny Shibuya, in his fi fth grade of elementary school, with 
his parents
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いてはお経のように書いて必死で学びました

ね。あの頃から「人とコミュニケーションを

取らなければ、自分のことを解ってもらえな

い。必要な時も救ってもらえない」という思

いが強くありました。それから身だしなみに

も気を遣っていました。スニーカーを磨いた

り、T シャツにアイロンをかけたり、髪の毛

をセットしたり、おしゃれに見えるよう心が

けていました。そのようなファッションへの

興味と関心が、今の仕事へと繋がっていった

んです。

 Ｑ：ファッションといえば、ザニーさ
んは、アウン・サン・スー・チー女史が 2012 年
のノルウェーの首都、オスロでのノーベル平和賞
授賞式の時着用した紫色のロンジーのデザインも
されたそうですね。

現地の信頼する叔父の伝手を頼りスー・チー

女史へロンジーを贈らせていただきました。

民主化革命の際、スー・チー女史が提唱した

のが、「カヤン・ピャー・セイッター（紫の思

想）」という考えなのですが、これには「社会

主義を代表する赤でもなく、西洋的資本主義

を代表する青でもない、その中道（紫）で行

こう」という意味があります。そこで日本の

伝統色である和の色の藤色に寄せて生地を染

め、その生地を私がミャンマーの伝統衣装で

あるロンジーに仕立て直しました。

70 着ほどのロンジーをお贈りしたんです

が、彼女はきっとあの藤色のロンジーを選ぶ

と確信していました。

つい最近になって知ったのですが、日本で

は紫色の花の代名詞となっている藤の花言葉

は、「優しさ」「歓迎」「決して離れない」だそ

うです。図らずも、ミャンマーを見捨てなかっ

wisteria purple and created a lungi dress, which 
is traditional attire in Myanmar.

I sent about 70 lungi dresses to her, but I was 
convinced that she would choose this light-
purple one.

I recently learned that the f lower language 
of wisteria, which represents purple f lower 
in Japan, is "kindness," "welcoming," and 
"staying together." Unintentionally, I ironically 

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん

2012 年 6 月 16 日、ノルウェーの首都オスロの市庁舎で、ノー
ベル平和賞受賞から 21 年後に記念演説を行ったスー・チー氏
On June 16, 2012, Ms. Aung San Suu Kyi gave her Novel ac-
ceptance speech at the city hall in the Norwegian capital of 
Oslo, 21 years after receiving the Peace Prize.

写真：代表撮影 /AFP/ アフロ　Photograph: Main Photograph/AFP/Aflo
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たスー・チー女史とスー・チー女史 から離れ

なかった国民、という在り方に皮肉にも重ね

てしまいました。     

今年の２月に起こった軍事クーデター以降、

スー・チー女史は再び拘束され安否が定かで

はありません。これについては怒りもありま

すが、それ以上に悲しい気持ちの方が勝って

いる、というのが本音です。現地の人々は、「生

きたまま魂を抜かれた」と今の心境を語って

います。取り分け子どもたちに及ぼす悪影響

が心配でなりません。子どもたちは表向き泣

いたり怒ったりすることはありませんが、絶

対に心の傷にはなっていると思います。その

心の傷が私の場合のように情熱として浄化さ

れていくなら良いのですが、ネガティブに働

いてしまう場合も往々にしてあります。です

から、私は支援活動で知り合った子どもたち

には、「何か困っていることはないか」とは尋

ねません。代わりに、「将来の夢は何なの？」

「今後、どんなことがやりたい？」といったよ

うに、未来への希望を抱くことができるよう

な質問をするようにしています。

Ｑ：その支援活動の一環が「フル・ムー
ン基金」という訳ですね。詳しくお聞かせくださ
いますか。

軍事クーデター以後、ミャンマーでは多く

の銀行が閉鎖されたため金融システムが停止

状態となっています。海外に住む親族からの

送金に依存しているミャンマー国民も多くい

るので非常に危惧すべき状況です。また、工

場等も閉鎖に追い込まれ失業者が増加し、食

料を入手できない状態となっているため、ミャ

ンマー国民は心身共に疲労しています。現在

では、医療支援や紛争地域での避難所の設置、

overlapped Ms. Suu Kyi who never abandoned 
Myanmar and the people who did not leave her.

After the military coup that occurred in 
February this year (2021), Ms. Suu Kyi was 
again detained and her safety is uncertain. I 
am angry about this, but my true feeling is 
sadness rather than anger. Local people are 
expressing their current feelings, saying, "Our 
souls were extracted while we are alive." Above 
all, I cannot help worrying about the negative 
eff ects on children. Children do not cry or show 
their angry feelings, but I think this incident is 
definitely traumatic for them. It might be okay 
if the trauma could be clarifi ed and turned into 
passion as in my case, but it often works in a 
negative direction. Therefore, I ask questions to 
the children I meet in support activities, such as 
"What is your future dream?" and "What do you 
want to do in the future?" rather than "Do you 
have any problems?" in order to give them hope 
for the future.

 Q: Part of your support activities 
include “the Full Moon Foundation”, don't they? 
Please tell us about the Foundation.

The financial system has been suspended in 

子どもたちには
「困っていることはないか」
とは尋ねません
I do not ask question to the children 
“Do you have any problems?” 

Current Status of Myanmar and My Thoughts on My Home Country Shibuya Zarny
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保護者を失った子供たちの保護、弾圧により

親族を失った家庭への支援活動と、多岐にわ

たるのですが、当初はそのような未曾有の危

機に直面する彼らの１日の食料の足しになれ

ばと思い立ち上げたのが、このフル・ムーン

基金です。

確かに悲惨な状況ですが、スー・チー女史は、

国民一人一人が自らの意思で民主化運動を継

続することを理想としていました。そして今、

国民にはその意思が行き渡っています。彼女

は国民に民主化思想を芽生えさせ、民主化の

バトンを渡すことに成功したんです。自分た

ちの手で民主化を成し遂げようとする国民が

いる限り、ミャンマーが民主国家となる道は

閉ざされていないと思います。ですから、私

も決して諦めずに祖国の人々を応援しようと

心に誓っています。

当 初 こ の 基 金 を 立 ち 上 げ よ う と い う 話 に

Myanmar because many banks were closed due 
to the military coup. This is a very worrying 
situation because many people in Myanmar rely 
on remittances from relatives living overseas. In 
addition, the people of Myanmar are physically 
and mentally exhausted due to the shutdown 
of factories and other businesses, the rise in 
the number of unemployed, and poor food 
availability. At present, various support activities 
are being carried out, such as providing medical 
support, setting up shelters in conflict areas, 
protecting children who have lost their parents, 
and providing support for families who have lost 
family members due to the crackdowns. The 
Full Moon Foundation was initially established 
with the intention of providing some additional 
food for the day that people faced such an 
unprecedented crisis.

The situation is truly dire, but Ms. Suu Kyi 
believed that the ideal for democratization is 

ミャンマー国軍によるクーデター以来、市民への弾圧が長期化。さらに未曾有の世界的なコロナ禍の中、現

地の人々を直接支援しようと 2021 年 4 月に設立された基金。ザニー氏が代表として、ミャンマー国内 23 名

のメンバーと連携して社会支援活動を行う。支援金は児童養護施設で生活する子供等や、軍事弾圧で負傷し

た方々など、必要とされるミャンマー国民の食糧・医療・生活資金として届けられる。

The Full Moon Foundation was set up in April 2021 to directly support local people suffering under 

the prolonged military repression following the coup d'état by the Myanmar government armed forces, 

combined with the unprecedented global COVID-19 pandemic. As the Foundation's representative, Mr. 

Shibuya will carry out social support activities in collaboration with 23 members in Myanmar. Donations 

to his Foundation will be used to provide food, medical care, and living expense funds to people in need 

in Myanmar, such as children living in orphanages and those injured during the military crackdowns.

「フル・ムーン基金」
Full Moon Foundation

2021年 4月、ザニー氏が長年構想していた
慈善基金が立ち上がりました。

In April 2021, Mr. Shibuya established the charity 
foundation that he had envisioned for many years.

https://blog.gqjapan.jp/
posts/17775481/

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん
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なった時に、名称をどうすべきか悩みました。

自分の名前を冠した名称で寄付を募っては誤

解を招く恐れがありますし、ふさわしい適当

な名称がなかなか思いつかなかったのです。

そんな時にふと頭の中に日本の日の丸が浮か

びました。並びに、私自身は満月が好きだと

いうことも思い起こされました。日本からミャ

ンマーの闇を照らす月明かりとなりたいという

想いで、『フル・ムーン基金』と名付けました。

今回の軍事クーデターが起こる以前から、

私は祖国への支援活動を度々行ってきました。

例えば、数年前からはスー・チー政権よりミャ

ンマー貿易省からの依頼で、カイン州 ( 旧カ

レン州 )、カヤー州、シャン州でワークショッ

プを行いました。JICA（国際協力機構）の支

援でカイン州産の高級シルクを生産・販売す

る日本企業の活動にも携わりました。それと

は別に、個人の支援活動として、女性にミシ

ンでの縫製技術を習得してもらうほか、檀家

の仏教僧院では少年たちにミシンの整備技術

を教えてきました。ミシンはしばしば糸が絡

まったり調子が悪くなったりするため、ミシ

ンの整備でも立派な機械整備スキルとして通

じるんです。元々カイン州や、カヤー州、シャ

ン州の人々は低賃金でタイ産シルクの生産の

下請けをしていたので、なんとかミャンマー

のシルク産業に貢献しようと考えていました。

しかし残念ながら、今のミャンマー情勢の影

響で私の計画も先に進まない状況であります

が、いずれはまた活動を再開したいと引き続

き希望しているところです。     

そういった数年間行ってきた様々な支援活

動を銀行へ報告することで、今回の基金の立

ち上げも認められたんです。すぐに日本の複

数のメディアが注目して取り上げてくださっ

that each and every person proactively continues 
to proceed with the democratization movement 
on their own initiative, and now the initiative 
has spread among the people. She succeeded in 
instilling democratic thought in the people and 
passing the baton of democratization to them. As 
long as there are people who fi ght for democracy 
on their own initiative, I believe that the path for 
Myanmar to become a democracy will never be 
closed. Therefore, I pledge to support the people 
of my home country and to never give up.

In the init ial stage of establishing this 
foundation, I struggled to f igure out what 
to do with the name. It could be misleading 
if a foundation with my name on it solicits 
donations, so it was hard to come up with 
a suitable name. At that time, the Japanese 
Hinomaru (the Rising-Sun fl ag) suddenly came 

into my mind, which also reminded me that I 
like the full moon. So, I named my foundation 
the "Full Moon Foundation," hoping that it can 
illuminate the darkness of Myanmar like the 
moonlight from Japan. 

Even before this military coup occurred, I 
was often engaged in support activities for 

未曾有の危機に直面する
彼らの１日の食料の
足しになれば
I hope it will be some additional food 
for the day that people faced such an 
unprecedented crisis.

Current Status of Myanmar and My Thoughts on My Home Country Shibuya Zarny
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たので、良い形で「フル・ムーン基金」の活

動が広まり、コロナ禍にも拘らず、大勢の日

本人の方が寄付を申し出てくださいました。

若い世代の方々は、今風のファッションに

身を包んでいる同世代のミャンマーの青少年

たちが、軍服を着た人々に暴力をふるわれな

がらも健気に民主主義を掲げている姿にショッ

クを受けつつも心を動かされたようです。

一方、上の世代の方々も、「昔のミャンマー

を懐かしいと思う反面、また国の在り方が元

に戻ってしまったことを残念に思う」とおっ

しゃってくださった方もいました。

世代を問わず様々な方々から支援を頂くと

共に暖かい言葉をいただき、古き良き日本の

人情を感じることができました。

 Ｑ：近々、板橋のご実家にスタディルー
ムも開設しようと計画していらっしゃるそうです
ね。

実家の自室を整理しながら準備を進めてい

ます。ミャンマーにいた頃に使っていたノー

トや大学の卒業論文の下書きを両親が律儀に

残してくれていたので、それらを資料として

Myanmar. For example, a few years ago, I held 
workshops in the State of Kayin (formerly 
Karen), Kayah, and Shan at the request of the 
Ministry of Trade of Myanmar under the Suu 
Kyi administration. With the support of the 
Japan International Cooperation Agency (JICA), 
I also became involved in the activities of a 
Japanese company that produced and sold high-
quality silk from Kayin State. Apart from that, 
I have continued to carry out support activities 
on my own, including helping women to learn 
sewing techniques using sewing machines 
and inst ruct ing boys on sewing machine 
maintenance techniques at my family's Buddhist 
temple. Because threads often get entangled in 
sewing machines and the machines sometimes 
do not work properly, their maintenance can 
be regarded as a professional skill. Originally, 
people in the State of Kayin, Kayah, and Shan 
were subcontracted to produce Thai silk at low 
wages, so I have desperately wanted to find a 
way for them to contribute to Myanmar's silk 
industry. Unfortunately, the current situation in 
Myanmar has blocked my plans from moving 
forward, but I st ill hope to resume these 
activities in the future.

I was permitted to launch this foundation by 
reporting the various support activities I had 
implemented for several years to a bank. Since 
several Japanese media outlets picked up the 
story right away, the activities of the Full Moon 
Foundation have become widely known in a 
good way, and many Japanese people offered to 
donate despite the COVID-19 pandemic.

Young people in Japan seem to have been 
shocked to see Myanmar 's  youth of  the 
same generation dressed in modern fashion 
enthusiastically advocating for democracy while 
facing violence from those in military uniforms.

子どもたちに
祖国ミャンマーへ
思いを馳せてほしい
I want them to think about Myanmar, 
even though it is far from Japan.

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん
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日本で生まれたメコン地域（ミャンマー・ベ

トナム・タイ・ラオス・カンボジア）にルー

ツを持つ子どもたちが、東南アジアの歴史を

学べる場（スタディルーム）を作ろうと計画

しています。現在、ミャンマーへは帰りづら

い状況ですが、子どもたちにはミャンマーの

ことを嫌いにならないでほしいのです。です

から、スタディルームを通して遠いミャンマー

へ思いをはせてほしいと考えています。なに

かひとつ、ミャンマーについての文化センター

としての役割をこの東京で果たせたらと夢見

ています。

さらにこれらの活動に加え、バチカン、つ

まりローマ教皇庁と協力して新たな支援事業

を立ち上げ、カトリック教徒が多く住む地域

の支援などをしております。そもそも私が支

援活動を始めたきっかけは、先祖代々檀家と

してお世話になっている寺院がお布施だけで

運営されていると聞き、援助を申し出たこと

Older generations in Japan said, "While I felt 
nostalgic about the old Myanmar, I'm sorry that 
the country has returned to its original state."

Thankfully, I have received support and warm 
words from people in various age groups and 
experienced good old Japanese humanity.

 Q: I heard that you are planning to 
open a study room at your parents' house in 
Itabashi, Tokyo soon.

I am preparing to open a study room as I 
organize my room at my parents' house. My 
parents dutifully kept my notebooks and 
other various items that I used while I was 
in Myanmar and the drafts of my university 
graduation thesis, so I plan to create a study 
place (room) where children born in Japan with 
roots in Mekong region countries (Myanmar, 
Vietnam, Thailand, Laos, and Cambodia) can 
learn about the history of Southeast Asia using 
such materials. Currently, it is diffi  cult to return 
to Myanmar, but I do not want children to 
dislike Myanmar. So, through the study room, I 
want them to think about Myanmar, even though 
it is far from Japan. I dream that this will in 
some way serve as a Myanmar cultural center in 
Tokyo.

In addition to these activities, I, together with 
the Vatican City Administration (the Roman 
Curia), launched a new project to support areas 
where many Catholics live. What initially 
prompted me to start these support activities 
was that I decided to provide support for the 
temple in Myanmar where my ancestors' grave 
is located, upon hearing that it was operated 
only by donations. Because the temple also 
served as an orphanage, I naturally began to 
pay attention to the children who were admitted 

Current Status of Myanmar and My Thoughts on My Home Country Shibuya Zarny

2018 年 10 月 8日、「日本 ･メコン地域諸国首脳会議」出席のため
来日したスー・チー国家顧問を「明治の絹とモダン・ミャンマー展」
の会場にてお迎え
On October 8, 2018, Źarny Shibuya guided Ms. Aung San Suu 
Kyi, State Counsellor in Myanmar who came to Japan to attend 
the Mekong-Japan Summit, at an Exhibition titled “Meiji Era Silk 
in Japan and Modern Myanmar”.
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からでした。その寺院が児童養護施設を兼ね

た施設だったので、自ずと入所している子ど

もたちのことにも気を配るようになったんで

す。現在は様々な支援活動をしていますが、

始めはこのようなささやかな援助から始まり

ました。

その後、今年の軍事クーデターが起こるま

での５年間のティン・セイン政権時代に 20

年ぶりに帰国したことから始まり、日本・ミャ

ンマー友好議連への同行を通し、ミャンマー

の各地を訪問する機会に恵まれました。それ

で東部のカヤ―州、カイン州、シャン州へも

足を運ぶようになったんですが、これらの州

では長年にわたり、国軍と国境の山岳地帯等

に居住する少数民族の武装勢力との間で戦闘

が絶えず、その過程で戦渦に巻き込まれた多

く の 人 々 が 居 住 地 を 追 わ れ て 国 内 避 難 民 に

なったり、近隣諸国に逃れて難民になったり

しています。今回の軍事クーデター以降、国

軍と少数民族武装勢力の衝突が激化し、さら

に避難民が急増しています。

何度かカヤー州、カイン州、シャン州を訪

問するうちに、これらの州の上座部仏教（小

乗仏教の源流となった一派）の僧侶たちと交

there. Currently, I am engaged in a variety of 
support activities, but in the beginning, I started 
with this small amount of support.

After that, during the five years of the Thein 
Sein administration until the military coup in 
2021, I returned to Myanmar for the first time 
in 20 years. Since then, I have been blessed 
with opportunities to visit various parts of 
Myanmar accompanied by the Japan-Myanmar 
Parliamentary Friendship Association. I also 
visited the eastern states of Kayah, Kayin, and 
Shan, where constant f ighting between the 
government armed forces and armed ethnic 
minority groups living in mountainous border 
areas has produced many internally displaced 
people, and refugees have fled to neighboring 
countries. Since the military coup that occurred 
several months ago, the clash between the armed 
forces and armed ethnic minority groups has 
intensified, and the number of displaced people 
has increased rapidly.

After several visits to the State of Kayah, 
Kayin, and Shan, I started to interact with 
Theravada Buddhist (one of the oldest schools 
of Buddhism) monks there. Their temples have 
protected internally displaced people (IDP), 
so I offered them support in the same way as I 
did for my family's temple. Eventually, through 
connections between religious facilities, I also 
became acquainted with priests in Catholic 
churches in the same states, and started support 
act ivit ies for displaced people who were 
protected at their churches. This became known 
to the Vatican, and we explored directions 
for doing something together. Buddhism and 
Christianity are different religions, but there is 
no difference in terms of both giving hope to 
people, so I would like to help illuminate such 
hope.

人と人との縁を繋げる
それが私の役割なのか…
I have come to feel that it is my role to 
connect people with one another.

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん
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流を持つようになりました。彼らの寺院では

避難民を保護していたため、私は実家の菩提

寺の寺院に対して行ったように支援の手を差

し伸べました。それがやがて同じ宗教施設と

いう繋がりから、同地のカトリック教会の神

父たちとも知り合いとなり、彼らの教会で保

護している避難民たちも支援するようになっ

たんです。今回、その活動がバチカンの知る

ところとなり、彼らと共になにかすべき方向

を検討する形となったというわけです。仏教

とキリスト教という異なる宗教ではあります

が、信仰はひとつの希望であることに変わり

はありません。その希望を照らす力添えがで

きればと思っています。

実は私の 36 年間の人生では、時々このよ

うなことが起こっているんです。私の周囲で

色々な組織の方々がひとつの目標に向かって

それぞれの働きをする。全く接点のない人た

ちが私を通して交わっていくということが、

当然のことのように起こるんです。「人と人と

の縁を繋げるのが私の役割なのかな」とも数

年前から漠然と感じていましたが、ここまで

になると逃れられない宿命なのかもしれない、

とさえ思います。

正直申し上げて、このような支援活動を継

続することは、私には何のメリットもないこ

となのです。実際、「フル・ムーン基金」のイ

ンタビューを受けた際も、「何故あなたはミャ

ンマーと向き合うのですか？」という質問を

されました。私はすでに日本へ帰化し、ファッ

ション・デザイナーとしても積極的に活動で

きていますから、ミャンマーと関わらない人

生を送れるのではないか、といった趣旨から

発せられた言葉でした。

しかし、片道切符で望まずしてやって来た

In fact, things like this have happened from 
time to time in my 36 years of life. People from 
different organizations around me collaborate 
to achieve common goals. People who have no 
contact with each other have begun to interact 
through me as if such things were a matter of 
course. For several years, I have come to feel 
vaguely that it is my role to connect people with 
one another. Now that it has come to this, I even 
think that this may be my ultimate purpose.

To be honest, continuing these suppor t 
activities does not benefit me personally. In 
fact, when I was interviewed about the Full 
Moon Foundation, I was asked, "Why are you 
continuing to engage with Myanmar?" The 
point of the question was to ask me whether I 
could live a life that was not related to Myanmar 
because I had already been naturalized in Japan 
and was active as a fashion designer.

However, now that I have lived for about 30 
years in Japan, to which I came by one-way 
ticket regardless of my will, I have unexpectedly 
become involved in various support projects, 
being called a bridge between the two countries, 
because there are few human resources who are 
fluent in both Myanmar Language and Japanese. 
Contact from the Vatican was unexpected, and 
I am not sure of what I can do, but now I think 
if there is something that I can do, I would be 
happy to do it. Until now, my focus has been 
how to connect fashion to charitable activities, 
but going forward, I would like to be more aware 
of how to make charitable activities fashionable.
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日本という国で暮らすこと約 30 年。ミャン

マー語と日本語の両方が堪能であるという人

材が稀少であるためか、いつの間にか私は両

国の架け橋なんて言われ、様々な支援事業に

携わることになりました。バチカンからのお

声も思いがけないことでしたが、「自分に何が

できるのか判らないけど、やれることがある

ならやっておこう」というのが今の思いです。

これまではファッションをどのようにチャリ

ティー活動に結び付けていくのかを課題とし

ていましたが、これからはチャリティー活動

をどのようにファッション化するのかという

ことを意識していきたいですね。

 Ｑ：日本人は難民たちにどう向き合う
べきだとお考えですか。

私は日本人の方々に対して「特別にミャン

マーに関心を持ってほしい」と言うつもりは

ありません。難民は隣人のようものだと思っ

てくれればいいと考えています。複雑な国境・

人種に関する問題を無理に理解しようとしな

くてもいいんです。隣人、つまり身近にいる

人に対して何が起きているのかを理解しよう

とするように、彼らと向き合ってほしいです。

遠い世界のことだと思わないでほしいです。

 本業のファッション・デザイナーとし
てのお仕事だけでなく、日本とミャンマー両国で
幅広く支援活動をされているザニーさんのエネル
ギーの源がどこにあるのか、理解できたように思
います。本日はお忙しい中お時間をさいていただ
き、誠にありがとうございました。今後もザニー
さんの幅広いご活躍を期待しております。

 Q: How do you think Japanese people 
should handle refugees?

I would not say that I want Japanese people to 
be specially interested in Myanmar, but I want 
them to think of refugees just like their other 
neighbors. You do not have to force yourself to 
understand complex border and racial issues. 
I want you to engage with refugees just like 
you would when you try to understand what 
is happening to your neighbors or those close 
to you. I do not want you to think of them as 
people far away from you.

 I feel like I understand where your 
energy comes from when working as a fashion 
designer, your main job, as well as when 
implementing a wide range of support activities 
both in Japan and in Myanmar. Mr. Shibuya, 
thank you very much for taking time out of your 
busy schedule for this interview today. I am 
looking forward to your future successes in a 
wide range of activities.

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん

JICA より依頼を受け、ミャンマーにて国産品の輸出促進ワーク
ショップを開催
Źarny Shibuya gives a lecture at the Myanmar Domestic Export 
Promotion Workshop in Shan State, February 3-5, 2019.
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「次号のインタビューは渋谷ザニーさんです」
と聞いたとき、“初めてお目にかかる方だなあ”
と思いました。しかし、その後同僚から「15
年位前の「つどい」のトークショーに参加され
ています」と聞き、当時の記録をチェックした
ところ、2005 年 10 月に開催した「第 26 回日
本定住難民とのつどい」の折に実施した『トー
クショー』（ゲスト 4 名、司会者は当時の難民
事業本部長）に “ミャンマー出身の大学生” と
してザニーさんの名前がありました！

この記録によれば、当時ザニーさんは大学 3
年生で国際関係論を専攻されていたそうで、司
会者から専攻理由を問われると「祖国ビルマ（ま
ま）の民主化や世界中の貧しい人々を助けたい
と考えるようになったので…」とおっしゃって
います。それから 16 年が経ち、ファッション
デザイナーとしての地歩を固める中、ミャン
マーの民主化のために行動する人々の支援を実
践されているとは…。

そして更に驚かされたのは、当財団傘下の難
民事業本部に勤務する一人のミャンマー出身女
性が、嘗てヤンゴンで暮らしていた頃、日本で
いう中学生として通っていた補習授業教室でザ
ニーさんの母親に勉強を見てもらっていたとい
う事実が判明したことでした。

現在、難民事業本部にてビルマ語通訳兼難民
相談員として勤務しているラム・マンさんは、
ザニーさんのインタビュー当日、たまたま当財
団ビルのエレベータホールでザニーさんと出会
いました。

「あっ、ザニーだ。私のこと覚えている？」
とラム・マンさんが言いましたが、ザニーさん
の反応は

When I heard that the interview for the next 
issue was Mr. Źarny Shibuya, I thought I had 
never met him before. However, a colleague of 
mine said that Mr. Shibuya participated in the 
talk show of the Festival for Settled Refugees 
in Japan about 15 years ago, so I checked the 
record and found his name as a "university 
student from Myanmar" in the list for the talk show 
(four guests and the then head of the Refugee 
Assistance Headquarters (RHQ) as moderator) of 
“ the 26th Festival for Settled Refugees in Japan” 
held in October 2005.

According to the record, Mr. Shibuya was 
majoring in international relations and in his third 
year of university at that time, and when asked 
by the moderator about his major, he answered, 
"Because I want to work for the democratization 
of my home country of (then) Burma and to help 
poor people all over the world…" Sixteen years 
have passed, and I was impressed that he has 
solidifi ed his position as a fashion designer while 
working to provide support to people who are 
acting to realize the democratization of Myanmar.

What was even more surprising was that 
we discovered that a woman from Myanmar, 
who works for  the RHQ that  was set  up 
under the FWEAP, was taught by his mother 
in supplementary lessons at her school (the 
equivalent to Japanese junior high school) while 
she was living in Yangon.

Ms. Lam Mang, who currently works as a 
Burmese interpreter and refugee counselor at 
the RHQ, happened to meet Mr. Shibuya in the 
elevator hall of the Foundation building on the day 
of his interview.

"Źarny, do you remember me?" Ms. Lam Mang 

Afterward対談を終えて

Current Status of Myanmar and My Thoughts on My Home Country Shibuya Zarny
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「……？」
「…無理ないよね、まだ 4 歳か 5 歳だったし

ね」
とラム・マンさん。　
それを聞いたザニーさん「あっ、思い出した

よ！お母さんから聞いてます！」
となりました。当時、日本で言うと中学生だっ

たラム・マンさんは学校の補習教室に通ってい
たそうですが、その教室の講師だったのが数年
前に大学を卒業していたザニーさんのお母さん
であり、時々ザニーさんも教室に来ていたそう
です。互いに立場は違っていましたが、その後
に祖国を離れ、今は日本で活躍するミャンマー
出身者同士の出会いを目撃した私は「人の縁は
不思議なもの」と、改めて思いました。

ところで、大学生のザニーさんが参加した
2005 年の「つどい」の記録を眺めていた私は、
更に驚きの事実を発見しました。それはザニー
さんと一緒にトークショーに参加頂いたゲスト
の中に、ベトナム難民として来日し、その後に
大学の医学部を卒業して 8 年間救急医として働
いた後、2002 年から新宿区内にあるクリニッ
クで医師として勤務されている男性が含まれて
いたのです。この男性の名前は武永賢さんとあ
りますが、武永賢さんは、本誌第 2 章で紹介す
る「コロナ禍の下で思うこと」を寄稿戴いた方
なのです！

大学生だったザニーさんと、勤務医であった
武永さんのお二人を、16 年後に本誌紙上にて
ご紹介できることは、私にとっても望外の幸せ
です。

asked, but Mr. Shibuya's face revealed he did not.
"No wonder you don't remember me. You were 

still 4 or 5 years old at that time," she said.
Hearing that, he said, "Oh, I remember you! I 

heard about you from my mother!"
At that time, she was attending supplementary 

lessons at her school, where Mr. Shibuya's 
mother, who had graduated from university 
several years before and was teaching as an 
instructor, brought her son (Mr. Shibuya) to the 
classroom from time to time. Although they were 
in different positions, both of them left their home 
country and met as Myanmar natives who are 
now active in Japan. When I witnessed it, I felt the 
truth of the proverb, "there’s no telling how people 
will be brought together."

By the way, when I was looking at the record of 
the 2005 Festival for Settled Refugees in Japan 
in which Mr. Shibuya participated while he was a 
university student, I discovered another surprising 
fact. Among the guests who participated in the talk 
show with Mr. Shibuya, I found a man named Ken 
Takenaga who came to Japan as a Vietnamese 
refugee and then graduated from a university 
medical school, worked as an emergency medical 
doctor for eight years, and began working as a 
director at a clinic in Shinjuku Ward from 2002. He 
is the person who contributed an article entitled 
"A Few Thoughts Amid the Ongoing COVID-19 
Pandemic" introduced in Chapter 2 herein.

Sixteen years later, I am delighted to be able 
to introduce Mr. Shibuya, who was a university 
student, and Mr. Takenaga, who was a working 
medical doctor, in this magazine.

Kazuhiko Anzai
Foundation for the Welfare and Education

of the Asian People

アジア福祉教育財団　安細和彦

ミャンマーの現状と祖国への思い 渋谷 ザニーさん

25



1

Interview

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

寄 

稿 

文

2

C
ontribution

4

5

3

マ
イ
・
ス
ト
ー
リ
ー

寄 

稿 

文

C
ontribution

学
習
ま
ん
が

M
Y
 S
TO
R
Y

Learning M
AN
G
A

第    章2
Contribution

Medical Doctor, Director of Nakai Ekimae Clinic

Ken Takenaga
中井駅前クリニック 院長

武永　賢

コロナ禍の下で
思うこと。

寄稿文

A Few Thoughts Amid the Ongoing
COVID-19 Pandemic

26



Chapter 2Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter 

Profile

Ken Takenaga

A Few Thoughts Amid the Ongoing 
COVID-19 Pandemic

(Medical Doctor, Director of Nakai Ekimae Clinic)

第2章
コロナ禍の下で

思うこと。

中井駅前クリニック 院長

武永 賢さん

1965 : Born in Saigon (now Ho Chi Minh City), South Vietnam.

1982 :  Following the political upheaval of 1975, entered Japan as 
a refugee under a legal program titled “Orderly Departure 
Program (ODP) together with his parents and four sisters 
with the help of his older brother, who had come to Japan 
as an international student, to escape persecution and 
discrimination due to his family's political and social position 
and their religious beliefs.

1984 : Mastered Japanese by studying hard and entered 
Kanagawa Prefectural Sobudai High School.

1988 :  Aspiring to a career in medicine (something that he had 
once given up on in order to come to Japan), entered 
Kyorin University Faculty of Medicine one year after 
graduating from high school. Paid his tuition fees thanks to 
a scholarship fund and special scholarship program as well 
as donations from readers of an article about him that was 
published in the Sankei Shimbun.

1994 : Passed the national examination for medical practitioners, 
became a naturalized Japanese citizen, and adopted a 
Japanese name. After working at the Trauma & Critical 
Care Center of Kyorin University Hospital and the 
Emergency and Critical Care Department of University 
of the Ryukyus Hospital, became a full-time doctor at the 
Nakai Ekimae Clinic in Shinjuku Ward, Tokyo in 2003 before 
taking up the position of director of the clinic in 2006.

1965 年　南ベトナム・サイゴン（現ホーチミン）市に
生まれる。

1982 年　1975 年の政変後、家族の政治的・社会的立場、
信仰を理由とした迫害と差別から逃れるため、
留学生として渡日していた兄を伝手に、両親
と4人の姉妹と共に合法的なプログラムを通
じて難民として来日。

1984 年　日本語を猛勉強の末に克服し、神奈川県立相
武台高校に入学。

1988 年　渡日のために諦めていた医学の道を再び志
し、一浪の末に杏林大学医学部に入学。学費
については奨学金や特待生制度に加え、産経
新聞に記事が掲載され、読者から寄付の申し
出もあった。

1994 年　医師国家試験合格。同年に帰化し日本名を取
得。以後、杏林大学病院救命救急センター、
琉球大学病院救急部を経て、2003 年に中井
駅前クリニックの常勤医、2006 年に同クリニッ
クの院長に就任。現在に至る。

2021年7月執筆  Written in July 2021
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はじめに

　7 月初旬に、クリニック所在地の行政医療機

関に、ワクチン接種業務に手伝えることがあるか

どうかを問合せた。翌日、その行政医療機関より、

ワクチン接種業務の手続きに関する書類をクリニ

ックに送るという連絡を頂いた。

　コロナ禍の下に過ごしているこの 1 年半の間は、

マスコミからの情報だけではなく、日頃から感染

患者の件で直接やり取りした経験を通じて、行

政医療機関の方々がいかに激務を強いられてい

るのかを知っている。そのため、行政医療機関

のこの迅速な返信に、感謝せずにいられなかった。

　改めて、簡単に自己紹介させて頂く。わたしは

ベトナム生まれの日本人医師である。

　1971 年に、実兄が南ベトナム共和国から日本

に留学した。1975 年４月のサイゴン陥落後、そ

Introduction

In early July, I asked an administrative 
medical institution in the same district as my 
clinic if there was anything that I could help 
with the vaccination program. They contacted 
me the next day to send some documents on the 
vaccination procedure to my clinic.

Based on information shared by the media 
as well as daily direct communication with my 
local institution’s staff  about infected patients, I 
know how hard staff at administrative medical 
institutions have been forced to work during 
the past year and a half since the onset of 
the COVID-19 pandemic. Given this, I was 
extremely grateful for their prompt reply.

Let me introduce myself briefly.  I am a 
Japanese medical doctor born in Vietnam.

My elder brother came to Japan from the 

Nakai Ekimae Clinic

中井駅前クリニック

住所：東京都新宿区上落合 2-20-2-301
電話番号：03-3365-1627
診療科目：内科 アレルギー科 小児科
休診日：月・祝

Address : # 301 2-20 -2, Kami-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
located just a short walk from Nakai railway station
Phone : 03-3365-1627 
Clinical fi elds : internal medicine, allergy, and pediatrics
Closed : Mondays and national holidays 

中井駅より徒歩すぐ。内科・小児科をはじめ、漢方薬を
組み合せた治療を行うクリニック。

A clinic of internal medicine and pediatrics offering 
combined treatment with traditional Chinese medicine,

Chapter 2A Few Thoughts Amid the Ongoing COVID-19 Pandemic
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第 2章

ベトナム時代の家族写真。中央右側の少年が武永先生
An old family photo taken in Vietnam. A boy standing to the 
right side of the center is Dr. Takenaga. 

のまま日本に定住した兄が保証人になってくれた

おかげで、1982 年に、わたしは両親と4 人の姉

妹と共に、合法的な家族呼び寄せのプログラム

を通じ、難民として来日することができた。そして、

1994 年に杏林大学医学部を卒業し、同年に医

師免許と日本国籍を取得した。

　いくつかの大学附属病院の勤務を経験し、

2003 年に大学の先輩が医院長を務める新宿区

内にあるクリニックで働き始めた。それから 3 年

後の 2006 年、その先輩は実家がある鹿児島県

の病院を継ぐため帰郷し、クリニック院長の職を

わたしに譲ることになった。そして現在に至って

いる。

　クリニック院長を務めていたその先輩は、開業

した当初から国民健康保険証の有る無しに関係

なく、ドアを広く開け、すべての患者を受け入れ

る方針を取っていた。そのため、たくさんの外国

人患者が当クリニックに来院していた。

Republic of South Vietnam to study abroad in 
1971, but he chose to settle in Japan after the 
fall of Saigon in April 1975. It was thanks to 
him agreeing to act as guarantor that I was able 
to emigrate to Japan in 1982 with my parents 
and four sisters as refugees through the Orderly 
Departure Program (ODP), a legal program 
that allowed Vietnamese refugees to bring over 
family members who had been left behind in 
Vietnam. In 1994, I graduated from Kyorin 
University Faculty of Medicine, obtained a 
license to practice medicine, and then became a 
naturalized Japanese citizen.

After working at several university hospitals, 
in 2003 I took up a new position at a clinic in 
Shinjuku Ward where a university senior of 
mine was serving as the clinic director. Three 
years later in 2006, my senior transferred his 
position as clinic director to me when he decided 
to return home to take over a hospital in his 
hometown of Kagoshima Prefecture. I have held 
that position ever since.

When my senior was still director of the clinic, 
he had pursued a policy of keeping the door 
wide open to all patients, regardless of whether 
they had Japanese national health insurance or 
not, ever since the opening of the clinic. Given 
this, many foreign patients attended the clinic.

Most of these foreign patients are legally 
entitled to study or work in Japan, but some are 
refugees who have fled their home countries to 
avoid political persecution while many others 
are unqualified workers or people who have 
overstayed.

In recent years, some international students 

コロナ禍の下で思うこと。
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　外国人患者のほとんどは、合法的に日本に学

び、働いている方々だ。しかし、中には政治的

な理由で迫害を受けて国から逃れた難民もいれ

ば、就労の資格を持たない労働者も、オーバー

ステイの人も多くいる。

　また、近年では、留学生で国民健康保険料を

払えない、払いたくない、払う義務を理解できな

い、何らかの事情で払っていない、と様々なケー

スもある。

　クリニック全体の患者の割合は、約 15% が

外国人である。わたしは先代院長の意思を尊重

し、クリニックを継いた時から方針を変えずにい

る。おかげで、一般的な医療機関では経験でき

ないようなドラマに、日頃の仕事を通じてごく普

通に出会えるのだ。

　コロナ下のこの１年間半は、ほぼ毎日のように、

cannot, do not want to, or do not understand the 
obligation to pay the national health insurance 
premium. Thus, the reasons for nonpayment tend 
to vary depending on the person.

Currently, approximately 15% of all the 
patients that attend my clinic are foreigners. Out 
of respect for my senior’s original intention, I 
have not changed his policy since I took over 
the clinic. As a result, I have come across many 
dramatic events during my everyday work here 
that I would never have experienced at a general 
medical institution.

During the past year and a half since the 
outbreak of the COVID-19 pandemic, all forms 
of contemporary media, including TV, radio, 
newspapers, and the Internet, have covered 
COVID-19 news almost every day without 
exception.

Nonetheless, there are things that only I am 
aware of due to my direct interactions with 
foreign patients in the provision of daily medical 
care. Based on these experiences, I would like 
to share a couple of anecdotes related to the 
COVID-19 pandemic from a slightly different 
perspective from the media.

Foreign patients and the 
COVID-19 pandemic

Since around April 2020, which is when the 
incidence of COVID-19 cases began increasing 
nationwide, the number of patients without 

外国人患者は約 15％。先代の意思を継承してきた
15% of all the patients are foreigners by pursuing the policy of my predecessor

Chapter 2A Few Thoughts Amid the Ongoing COVID-19 Pandemic
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テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどのす

べてのマスコミからコロナに関するニュースが流

れ、おそらく耳にしない日はないのではないか、

と思う。

　一方、毎日の診療で、外国人患者たちと直接

関わったわたしにしかわからないことがある。そ

の経験をもとに、マスコミの情報とは少し違う角

度から、コロナ禍の下の話をご紹介したい。

コロナ禍と外国人患者

　全国でコロナ患者が増加していた 2020 年 4

月頃より、当クリニックでは無保険で診察に来ら

れる患者が増えていた。彼らは留学生であったり、

武永賢 著／ポプラ社／ 2001 年
Ken Takenaga / POPLAR Publishing / 2001

Ken Takenaga / SHINCHOSHA Publishing /2009

日本には私たちが気づいていない数多くの幸福がある。波乱に満ち
た人生を送ってきた著者が日本を見つめる、優しくそして鋭い眼差し。
There are a lot of happiness in Japan that we are not aware of. The 
author, who has lived an eventful life, looks at Japan with gentle 
and keen eyes.

『それでも日本人になった理由』

『日本人が知らない幸福』
NIPPONJIN GA SHIRANAI KOUFUKU

SOREDEMO NIPPONJIN NI NATTA RIYUU

武永賢 著／新潮社／ 2009 年

ベトナム難民の著者が命からがら日本にやって
きて、苦労の末、医者になった。 家族愛、努力、
勉強できる喜び、夢などについて語る。
The author, a Vietnamese refugee, came to 
Japan for his life and became a medical doctor 
after many hardships. In this book he tells 
family love, hard work, the joy of studying and 
dreams he found.

著書紹介

health insurance has risen at my clinic. These 
patients have mainly consisted of international 
students, technical trainees and interns, or 
temporary visitor. With their permission to stay 
in Japan about to expire, these patients found 
that their respective home countries had begun 
issuing self-restraint regulations in response to 
the pandemic before they had a chance to return 
home and international travel had been almost 
completely suspended around the world. As a 
result, they were left stranded in Japan.

These self-restraint regulations have been in 
place for a long time. Just when the infection 
situation seems to settle down in one country, 
it starts to worsen in another and vice versa. 

Book

コロナ禍の下で思うこと。
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It is almost like a game of seesaw. Because 
free movement is still not allowed, people 
remain unable to travel freely around the world, 
resulting in many people being unable to leave 
Japan.

It is easy to imagine that, the longer this 
goes on for, those who are stranded here will 
get increasingly frustrated and anxious, which 
in turn will inevitably aggravate their health 
conditions due to the psychological impact and 
other forms of stress.

The situation has calmed down a little now, 
but many foreign patients (as well as Japanese 
ones) were still feeling anxious around this time 
of last year (July 2020). As a result, they would 
visit or phone the clinic for a COVID-19 test 
and treatment simply because they had a slight 
headache, a mild cough, and a listless feeling. 
The clinic was in a state of almost complete 
panic.

In addition, since infection rates were 
relatively low in many Southeast Asian countries 
compared with Japan at that time, there were 
also people who came to the clinic looking for 
ways to escape Japan as early as possible. Thus, 
unlike in normal times, patients (especially 
foreign ones) came to the clinic not only for 
treatment of an illness but also for various other 
reasons related to the COVID-19 pandemic.

Here, I would like to describe two anecdotes 
that left a particularly strong impression on me.

Married interns

The first anecdote concerns a married couple 

研修生であったり、実習生であったり、または一

時滞在者であったり、様々だった。日本に滞在

する許可の期間が切れそうな時に、まだ帰国し

ないうちに各国に自粛命令が次から次へと出され、

世界の国々での移動がほとんど止まった事態にな

り、彼らは強制的に日本に足止めされてしまった

という訳だ。

　自粛期間は長く、こちらの国の感染状況が落

ち着いたかと思えばあちら国の感染状況が悪化

し始める。逆もまた然り。まるでシーソーゲーム

のようだ。結局、いまだに世界中で自由に往来

できないままである。当然ながら、今なお日本か

ら出国できない人たちが多くいる。

　長ければ長いほど、心理的要素もあり、足止

めされる方々が苛立ちと不安をかかえ、必然的に

具合が悪くなることは簡単に想像できる。

　今では少し落ち着いたが、去年の今頃（2020

年 7 月）は、わずかな頭痛、あるいは 2、3 回

程度の咳、気だるさなどがあるだけで不安になり、

コロナ検査と治療を希望して、多くの外国人患者

( 日本人患者も) が来院したり、電話での問い合

わせを受けていた。ほとんどパニック状態だった。

　それだけではなく、当時、比較的多くの東南

アジアの諸国では日本に比べて感染は抑えられ

ていたため、日本から早く脱出できるようにあの

手この手を模索して、来院する人もいた。つまり、

平常時と違って、コロナ禍の下では病気だけでな

く、色々な理由で患者が ( 特に外国人患者 ) 来

院するのだ。

　その中で、特に印象深かった２つの話を紹介

したい。

Chapter 2A Few Thoughts Amid the Ongoing COVID-19 Pandemic
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全体の約 15% を占める外国籍患者のカルテ。ブルーのファイルで色分けして管理している。
Medical charts of foreign patients accounting for 15% of the all patient are kept in blue fi les.

in their early twenties who had come to Japan 
as technical interns from a country in Southeast 
Asia. I imagine they must have come to Japan 
with big dreams and hopes for the future. 
Unfortunately, however, several months after 
COVID-19 began spreading throughout Japan, 
the company that they were working for went 
bankrupt and they lost their jobs. They also lost 
their residence status, income, and house all at 
the same time. It was around that time that the 
wife found out she was pregnant.

The timing was terrible. At that time, flights 
between Japan and their home country had been 
almost completely suspended, so they had to 
wait for a fl ight while staying at a friend’s house.

The couple had not seen a doctor since the 

ある実習生夫婦のこと

　　１つ目は、東南アジアのとある国から実習生

として来日した 20 代前半の夫婦の話である。き

っと夢を大きく描き、明日への希望を膨らませな

がら日本にやって来たと、わたしは勝手に想像し

た。しかし、コロナが日本全体に広がった数ヶ

月後、会社が倒産して、２人とも失業した。仕

事がなくなっただけではなく、在留資格も、収入

も住居もなくなった。ちょうどその頃に奥さんの

懐妊がわかった。

　タイミングがあまりにも悪かった。当時は日本

と彼らの出身国との間のフライトがほとんど停止

状態で、2 人は仕方なく友人宅に身を寄せながら

フライトを待つしかなかった。

コロナ禍の下で思うこと。
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wife became pregnant, so one day they decided 
to come to my clinic for the first time. After 
examining the mother, I decided to refer them 
to a doctor that I know at a nearby obstetrics 
and gynecology hospital, thinking that it would 
be better for her to see a specialist to check the 
baby’s condition in the womb. Knowing about 
their financial difficulties, I only accept a fee for 
the referral letter.

In addition to the referral letter, I gave them 
a note to hand to the receptionist at the hospital 
before seeing the doctor. The note said: “Since 
this couple does not have much money as 
self-pay patients, please tell them in advance 
the approximate cost, including the medical 
examination and inspection charges, and confirm 
with them whether they can afford to pay.” 
This illustrates just some of the know-how on 
preventing problems that I have gained through 
my years of experience as a doctor treating 
foreign patients without Japanese national health 
insurance.

Several hours later, they returned to my 
clinic to tell me that they had decided not to go 
ahead with the examination because of the high 
fees charged at the obstetrics and gynecology 
hospital. They said, “Because we didn’t use 
the referral letter, could you please give us a 
refund?”

This may be common practice in their home 
country, but it does not usually happen in Japan 

　その夫婦は、妻が懐妊してから一度も受診し

たことがなかったため、ある日、２人で当クリニッ

クに診察希望で来られた。わたしは母体の状態

を診た。しかし、胎児についてはやはり専門医

に診てもらうほうがいいと判断し、近くにある知

り合いの産婦人科の先生を紹介した。彼らの苦

境を知ったわたしは、紹介状の文書代金だけ頂

くことにした。

　それだけではなく、紹介状以外に、診察を受

ける前に産婦人科の受付担当者に渡すメモを添

えた。内容は「自費診療であまりお金がないため、

受付する前に、診察代、検査代などを含めたお

よその費用を本人たちに教え、支払えるかどうか

を確認してほしい」というお願いだった。これは、

長年にわたり国民健康保険に加入していない外

国人患者を診察して来た、わたしの経験から基

づいたトラブル防止の知恵なのだ。

　数時間後、彼らが当クリニックに戻り、産婦人

科にかかる診察代が高いので診察を諦めること

にした、という報告を受けた。そして「紹介状を

使わないので紹介状代（文書代金）を返金して

ほしい」と言った。

　それは彼らの国での感覚だったのかもしれない

が、日本では ( わたしの知る限りでは ) あり得な

いことだ。そこでわたしは２人に対し、「それは日

本では通じない話だよ」と説明したうえで千円だ

け頂き、彼らに返金することにした。

　その後の彼らについては何の情報もない。今

コロナ禍と懐妊、タイミングがあまりに悪かった
Coronavirus catastrophe and pregnancy, the timing was just too bad.

Chapter 2A Few Thoughts Amid the Ongoing COVID-19 Pandemic
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(as far as I know). I just kept 1,000 yen and gave 
them a refund for the rest after telling them, 
“What you’re saying doesn’t make any sense 
here in Japan.”

I have not heard anything about them since 
then. Now, whenever I remember them, I cannot 
help but hope that they managed to return home 
safely and had a healthy baby.

Seeking a place of emotional 
support

The second anecdote concerns a foreign male 
patient in his 60s who had been attending my 
clinic for many years. He had come to Japan 
after passing through several countries over 
20 years earlier to escape persecution by the 
government of his home country in Southeast 
Asia.

He had first come to the clinic nearly 20 
years ago. At that time, he had applied for—
but not yet been granted—refugee status from 
the Japanese government, so he did not have 
Japanese national health insurance. He seemed 
impressed that my clinic treated him in the same 
way as those with a national health insurance 
card.

After being recognized as a refugee and 
gaining the official right to work in Japan, he 
moved to a city some distance away, but he still 
attends my clinic once every few months.

He comes to my clinic for treatment on his 

では思い出す度に、無事に帰国し、元気な赤ち

ゃんを産んでいることを願って止まない。

こころの拠り所を求めた人

２つ目は、わたしのクリニックに長年通院して

いる 60 代の男性外国人患者の話である。彼は

東南アジアのある国の出身で、20 数年以上前に

自国の政権からの迫害から逃れ、数ヶ国を経由

したのちに日本にやって来た。

　彼が初めて来院したのは 20 年近く前だった。

当時、彼は日本政府に難民認定の申請をしたが

認定されないため、国民健康保険に加入してい

なかった。にもかかわらず、当クリニックで国民

健康保険証を持つ人と同様に治療を受けられた

治療よりも心の拠り所を求めているのではないか…
Wondering if the patient was seeking emotional support rather than medical treatment

コロナ禍の下で思うこと。
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日本語、英語、ベトナム語の案内状も当院ならでは
Announcements written in Japanese, English and Vietnam-
ese which is unique to this clinic

lower back pain, but I think the real reason for 
him coming here is to seek emotional comfort 
and support rather than medical treatment, 
because back pain can be treated at any medical 
institution, and he does not need to spend more 
than an hour travelling to my clinic.

One day a few years ago, he broke down in 
tears as he told me that he had left behind his 
pregnant wife when he fled his home country. 
After his daughter was born, she had contracted 
an incurable disease and she died just after she 
became 20 years old. In the end, he never got to 
hold his daughter in his hands or even hold her 
hand.

While talking about his daughter, he got so 
emotional and confused that he started calling 
me by different names, referring to me as 
“Sensei” or “Doctor.” At one point, he actually 
called me “Papa,” even though he was about a 
dozen years older than me.

He came to my clinic a few months ago to tell 
me that the restaurant he worked at for more than 
10 years had gone bankrupt due to the COVID-19 
pandemic, leaving him unemployed. He looked 

ことに、感心したようだった。

　その後難民として認められ、普通に就職でき

るようになった彼は、当クリニックから離れた街

に移り住んだが、数ヶ月に１回必ず当クリニック

に受診に来られるのだ。

　一応、腰痛症という病気で当院に通っている。

しかしながら、病気の治療をしてもらうというより、

心の拠り所を求めてわたしのクリニックに通ってい

るのではないか、と思う。なぜなら、腰痛症はど

この医療機関でも治療を受けられ、わざわざ 1

時間以上もかけて通院する必要がないからだ。

　そして数年前のある日、彼が泣きながら語っ

てくれたことがあった。彼が自国から脱出した際、

国に残した奥さんが妊娠していた。そして生まれ

た娘は難病を持っていたとのことで、20 歳を過

ぎたところで生涯を閉じたのだった。結局彼は一

度も我が子を抱いたことも、その手を握ったこと

もなかった、という内容だった。

　彼は娘についてわたしに語るうちに感極まり、

私のことを「センセイ」、「ドクター」、そして時に「パ

パ」と呼ぶほど混乱していた。ちなみに彼はわた

しより十数歳も年上なのだ。

　そんな彼が数ヶ月前に来院した。10 数年間勤

めていた飲食店がコロナ禍で倒産し、無職にな

ったことを伝えるためだった。本人はいたって平

常心でいたが、わたしは慰める言葉が見つからな

いほど、彼を気の毒に思った。

　もし普通の状況であれば、日本人の雇い主か

ら、人柄について良い評判を得ている彼や彼の

同郷人にはいくらでも仕事先があるはずである。

しかし、コロナ禍の真っ最中で、一番打撃を受

Chapter 2A Few Thoughts Amid the Ongoing COVID-19 Pandemic
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難民の人たちが日本で自立した生活を

送るようになるまでにたどったさまざまな経験を

一人の方を例としてまんがで紹介します。

Illustrating one refugee as an example, this manga 
introduces the various experiences that refugees go 
through to lead an independent life in Japan. 

第 2 章

けた外食と観光産業の倒産が相次ぎ、解雇され

た人の話がたくさんある今は、新たな職をみつけ

ることは厳しいだろうと思った。

　クリニックを出た彼の後ろ姿に、60 代の彼に

就職先がみつかるのだろうかと考え、心が折れた。

神様からの贈り物

　わたしは今まで、人生の半分を医師として過ご

して来た。医師であるゆえに、他人の厳しい経

験やら悲しいエピソードやらに数多く出会ってき

た。時には、医師でなければよかったのに、と

思ったことがあるのが本音である。違う職業なら

ばこんなにつらい思いをしないで済むのに、と思

うことさえある。

　しかし、それは一時的な感情に過ぎない。

　わたしは日々、自分に与えられた職業と運命に

対して、神様に感謝してやまない。思えば、わた

しが医師という職業に就いたのは、すべては偶

然と幸運の持ち合わせから成り立ったもので、本

人の努力によるものではないことを自覚している。

まさに神様からわたしへの贈り物ものだと受け止

めている。

　これからも、日々の生活の中で感謝の気持ち

を忘れずに、患者の物語に耳を傾け、謙虚な気

持ちで与えられた使命を静かに全うしたいと思っ

ている。

quite normal, but I felt so sorry for him that I 
could not fi nd any words to comfort him.

Under normal circumstances, a person 
like him and his fellows who have acquired 
a reputation among their Japanese employers 
for being good natured should have plenty of 
job opportunities. However, I could not help 
thinking that, in the midst of the COVID-19 
crisis, it would be difficult for him to find a 
new job, given that so many people had been 
dismissed due to a series of bankruptcies in the 
food service and tourism industries, which were 
hit hardest by the pandemic.

Watching him leave the clinic, my heart broke 
as I wondered whether he would be able to fi nd 
a new job in his 60s.

Gift from God

I have spent half my life as a medical doctor. 
As such, I have seen patients experience 
many harsh and sad moments in their lives. 
Sometimes, I even wish that I had not been a 
medical doctor, thinking that I might not have 
had such a hard time in a diff erent profession.

However, this is just a short-lived feeling.
Every day, I thank God for giving me my 

current profession and destiny. Looking back, 
I realize that my career as a medical doctor is 
nothing but the result of coincidence and good 
luck, not my own eff orts. I take it as a gift from 
God to me.

I will continue to listen to the experiences of 
my patients and sincerely carry out my mission 
with humility while never forgetting to show 
gratitude in my everyday life.

コロナ禍の下で思うこと。
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1966 年２月７日生まれ。2007 年に自転車製造販売会

社を退職後、個人経営の日本語教員に転職し、現在

は世界中の人々に日本語を教える。本業の傍ら、日曜

日には地域の外国人たちが通う武里日本語教室のボラ

ンティアスタッフとして活動。教室では日本語を教える

のみならず、スピーチコンテストなどのイベントを開催し

たり、外国人たちの進学・就職などの相談に対応した

りすることで、実生活に即した包括的な支援活動を展

開することを目指している。

Koichi Sembu was born on February 7, 1966. He worked at 

a bicycle manufacturer until 2007, when he left to pursue a 

new career as a Japanese language teacher. Today, he runs a 

Japanese language school for people from various countries 

of origin with different backgrounds, and also volunteers 

as a Japanese language tutor on Sundays for the benefit 

of foreign residents in the local area. His class provides 

a comprehensive range of support services for foreigners 

alongside the language classes, including events such as 

speech contests as well as advice and assistance in areas 

such as enrolling in schools and looking for work.

C
H

A
PTER

 4

武里日本語教室と
私と生徒たち
Takesato Japanese Language 
Class, Myself, and Students

Senior representative,
Takesato Japanese
Language Class

武里日本語教室  代表

Koichi Sembu

Pro� le

仙部 孝一
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》》ミャンマーからの難民たち

2007 年、前職の自転車製造販売会社を退 職

後、一念発起して試験勉強に励んだ私は日本語

教育能力検定試験に合格することができました。

現在は個人経営のオンライン授業で世界中の外国

人たちに日本語を教えています。本業の方で日本

語教員として活動する傍ら、日曜日には埼玉県春

日部市武里地区の日本語教室でボランティアにも

従事しています。このボランティア活動を始めたの

は 2009 年のことで、自分の能力や経歴を活かし

て「誰かのために何かしたい」と思っていた矢先、

たまたま春日部市国際交流協会の日本語教室スタ

ッフの募集を発見したことがきっかけでした。

数年間いくつかの日本語教室でボランティアス

タッフをした後、2014 年７月に春日部 市がミャ

ンマーからの難民４家族を受け入れることになり、

アジア福祉教育財団の難民事業本部（RHQ）か

らの要請を受けた春日部市国際交流協会に属す

る春日部日本語教室で、彼らに日本語を教えるこ

とになりましたが、難民たちは子連れだったため、

やや遠方の春日部市日本語教室まで足を運ぶの

は不便だろうという話になり、彼らの居住地となっ

》》Refugees from Myanmar

In 2007, I quit my job at a bicycle manufacturer 

and threw myself into studying for the Japanese 

Language Teaching Competency Test, which 

I managed to pass. These days, I run a private 

language school, providing online Japanese 

classes for people from various countries of origin 

with diff erent backgrounds. In 2009, I also started 

volunteering at a language class on Sundays 

that was set up by the local council in Takesato, 

a district of the City of Kasukabe, Saitama 

Prefecture. I had been looking for a way to use 

my skills and experience to help others, and then I 

came across a call for volunteer language teachers 

from the Kasukabe International Friendship 

Association. That’s how my volunteering journey 

began.

After volunteering at several different classes 

over a number of years, I was then asked to teach 

Japanese to four refugee families from Myanmar 

who had resettled in the City of Kasukabe in 

July 2014. The Association had been engaged 

to provide language tuition by the Refugee 

L: Inaugural class for 
four th group of third-
country reset t lement 
refugees, July 2014
R: In-person classes 
at Takesato Japanese 
Language Class, 2021

左）第三国定住難民、第
4陣の第1回目のクラス。
2014年 7月。
右）2021 年現在の武里
日本語教室の様子。

2014 2021
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た武里団地内に新たな日本語教室（春日部日本

語教室　武里教室）を開校することになりました。

私はその武里教室の責任者に選ばれました。

武里教室のスタッフは、全て春日部日本語教室

のスタッフの中から募りました。新しく募った武里

教室のスタッフは、開校から運営に携わるのは初

めてだった上に、難民に関する知識も全くなかっ

たので、全員が開校の２ヵ月ほど前から公益社団

法人国際日本語普及協会（AJALT）が主催する

講習会（全 10 回）を受講しました。

少しばかりの緊張感を持って開始した日本語教

室ですが、それまで経験してきたボランティア活

動以上に踏み込んだ支援をこの難民４家族には行

いました。当時の日本語教室は彼らが居住する団

地内にあったため、授業にやって来ないと呼びに

行ったり、授業の後に家に立ち寄ったりしているう

ちに、彼らの生活、人生にも深く関わるようにな

りました。日本社会への適応力は家族ごとに差が

ありましたが、溶け込もうと努力している家族の子

どもでも望む進学や就職ができず、新天地で一か

Assistance Headquarters (RHQ) at the Foundation 

for the Welfare and Education of the Asian People 

(FWEAP). The original plan was to teach them 

at a class in Kasukabe run by the Association, but 

this was too far away from families with young 

children, so it was decided to open a new class in 

Takesato district. I was appointed director of the 

new class.

All the teachers at the Takesato class were 

drawn from the Kasukabe class. None of them 

had had any experience in actually running a 

class, nor any experience with refugees. So, for 

the two months before the new class opened, we all 

attended a series of workshops (ten times in total) 

run by the Association for Japanese-Language 

Teaching (AJALT).

I was bit nervous at fi rst, because I knew that 

working with the four families would involve a 

greater level of empathy and support than I was 

used to. The class itself was located in the housing 

estate where they lived, and I would often drop in 

before class to remind them to come to class or 

call in after class. In this way, I got to know the 

families on a close personal level. Not all of them 

found it easy to adapt to their new lives in Japan, 

despite their best endeavors to fi t in. The children 

in particular sometimes had difficulty achieving 

their education goals or finding work. It really 

brought home to me how diffi  cult it can be to start 

a new life in a new place.

Gradually they stopped coming to class, and I 

thought maybe I would never see them again. But 

just the other day, one of the couples came back! 

The father wanted to improve his Japanese, and 

also wanted help setting up a YouTube channel to 

ミャンマー人家族たちとのクリスマスパーティ。ミャンマー
料理と日本料理で祝った。2014 年。
Christmas with families from Myanmar, celebrating with a 
combination of Japanese and Burmese dishes, 2014

武里日本語教室と私と生徒たち
CHAPTER 4
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ら身を立てることの難しさを痛感させられたもので

した。

現在彼らは当教室に来ることは少なくなり、もう

この教室には来ないと思っていましたが、つい先

日４家族のうちの１組の夫婦がまた教室にやって

来ました。男性の方は日本語の勉強と、子どもの

成長を記録するために YouTube マイチャンネルの

作成方法を教えてほしいということでした。女性

の方は仕事のために日本語を勉強したいとのこと

でした。彼らのためにまた日本語学習支援ができ

てうれしいです。

document his child’s development. The mother, 

meanwhile, needed to learn enough Japanese to 

get a job. I was happy to be able to help them out.

》》The Takesato class today

For the first two years after it opened in July 

2014, the class operated solely for the benefit of 

the refugee families. But when the funding from 

the City of Kasukabe ended in March 2016, it 

became an independent operation, the Takesato 

Japanese Language Class, and eligibility was 

expanded to include all foreigners in the local 

area. These days, we have a large number of 

students coming to us every Sunday for language 

tuition. At the suggestion of several of the 

teachers, we have set up a dedicated class for 

children called “Takenoko” (means bamboo 

sprout), which offers help with school subjects as 

well as language.

During the coronavirus pandemic the class 

has continued in online form. We currently 

have around 50 students, including five or six 

children. The most common countries of origin 

are Indonesia and Vietnam. Our students include 

those who have come to Japan to marry, or to 

teach English here, or to complete technical 

training at Japanese companies.

Although the students all study together, 

the content varies depending on their level. 

The trainees, for example, have often studied 

Japanese to some extent before arriving in Japan, 

whereas there are some who don’t know a word 

of Japanese when they came to us.  So, it is 

important to tailor our teaching to each individual. 

Takesato Japanese Language Class, Myself, and Students
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》》現在の武里日本語教室

2014 年７月の開校から２年間は難民たちのみを

対象に教室を開校していましたが、2016 年３月に

春日部市の支援が終わり、2016 年４月より独自の

運営で「武里日本語教室」として、難民たちに加

え地域に住む外国人たちにも日本語教育支援の

範囲を広げ、今では大勢の生徒たちが毎週日曜

日、日本語を学ぶため当教室にやって来ます。ま

た、子どもの日本語教育、学校教科学習について

は、子どもたちに特化して教えたいというスタッフ

の要望を受け、子どもたち専用の「学習教室たけ

のこ」という別団体に分けました。

最近ではコロナ禍に対応し、希望する生徒には

オンライン授業もしています。約 50 人（うち子ど

も５～６人）の生徒が登録しており、一番多い国

籍はインドネシア系、ベトナム系の人々です。日本

人と結婚して日本に定住した人、英語の先生、技

能実習生など様々です。

しかし、同じ教室で学習するからといって、皆

We supply our own course materials, although 

some students, such as those who want to sit the 

Japanese Language Proficiency Test, will also 

bring in purchased textbooks.

As teachers, we believe that Japanese language 

skills will help our students to find better jobs, 

so for beginners in particular, we like to start 

with the basics such as hiragana and katakana 

characters. But we have come to realize that this 

approach does not suit everyone. For instance, 

there was one student who was buying up second-

hand cars at auction for export, and he wanted 

to learn key words and phrases for this purpose. 

When we started teaching him the characters, he 

simply stopped coming. Dedication levels also 

vary: some students are very diligent while others 

are more laid-back. Often this is connected to 

factors such as nationality, cultural expectations 

and previous schooling.

Prior to the coronavirus pandemic,  the 

Kasukabe International Friendship Association 

and the City of Kasukabe staged an annual speech 

contest in every February as a motivator for 

foreign students. Students from the Takesato class 

would often take part. Unfortunately, the contest 

has been suspended during the pandemic.

Students tend to take a passive role in our 

classes, with the volunteers doing all the teaching, 

so the speech contest was a wonderful opportunity 

for active expression. Following the cancellation, 

four local language classes from Takesato, Sugito, 

Satte and Kasukabe got together and decided to 

hold our own speech contest. Several students 

from Takesato were keen to be involved. But these 

plans also had to be cancelled as the coronavirus 

2020 年 10 月から毎月 2回開催している小学生英会話教室
English conversation classes for elementary school students, 
held every fortnight since October 2020

武里日本語教室と私と生徒たち
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で一緒に同じ授業を受けるという訳にはいきませ

ん。技能実習生のように来日前にある程度日本語

を学んでいる生徒もいれば、日本語を全く知らな

い状態で日本にやって来た生徒もいるため、学習

の進捗状況はバラバラで自ずと個人指導が中心に

なります。テキストについても、当教室オリジナル

のものもありますが、日本語能力試験を目指す生

徒などは市販のテキストを持ち込んでいます。

我々ボランティアスタッフ側としては、日本語が

上達すればより良い仕事に就けると考えているた

め、日本語を全く知らない状態の生徒に対しては、

ひらがな、カタカナを一から教えるなど丁寧な指

導をしたいのですが、生徒の事情によっては必ず

しも望まれる対応ではありません。例えば、中古

車オークションで買い付けをして外国へ輸出して

いる人は、仕事ですぐに使える会話を覚えたがり、

最初にひらがな、カタカナを教えようとしたら次

からは来なくなりました。また、その生徒の人種、

国籍または学歴によっても真面目だったり大らかだ

ったりと個性があり、学習意欲に差があります。

生徒たちの学習意欲を刺激するため、コロナ禍

以前までは春日部市国際交流会主催、春日部市

共催で毎年２月に開催されている「外国人による

日本語スピーチコンテスト」に、武里日本語教室

からも生徒を出場させていましたが、コロナ禍以

降、その大会が中止となっています。

普段は日本語教室でボランティアスタッフたち

から教えてもらうばかりで、どうしても受け身の姿

勢になってしまう生徒たちにとって、この大会は自

分たちの考えを発信できる貴重な機会でした。そ

のためコロナ禍でも何とか開催ができないかと思

い、今年は春日部市国際交流協会に代わり、武

里地区・杉戸地区・幸手地区・春日部地区の４地

situation dragged on. Since the students had 

already prepared their speeches, we decided to 

reschedule the contest to February 2022, which 

means a wait of six months.

》》Students as teachers

People from other countries offer a variety 

of skills and expertise. Removing the language 

barrier allows them to utilize their skills and 

participate more fully in Japanese society. As part 

of our ongoing efforts to help students become 

more independent, we encourage those who 

have special or unique skills to hold classes at 

local community centers. In this way, the student 

becomes the teacher, imparting their special skill 

to local residents. They also receive payment for 

their services. A portion of their fee goes toward 

the operating expenses of the language class.

At the moment we are using six rooms at the 

local community center to provide three English 

conversation classes as well as classes in the 

大人英会話教室。初級中級クラスと中級上級クラスを開催。
English conversation classes for adults (beginner/intermedi-
ate and intermediate/advanced levels)
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区の日本語教室合同でスピーチ大会を開催する方

向で話を進め、当教室でも何人かの生徒がスピー

チ大会で発表する予定でした。ですが、依然とし

てコロナ禍の収束が見られないため中止となってし

まいました。せっかく作ったスピーチ原稿が無駄

になるのは惜しいので、先日スタッフ会議を行い、

半年後の来年 2022 年２月に再度スピーチ大会を

開催することになりました。

》》教室から教室を生む

本来外国人たちは様々な能力・技術を持ってお

り、言葉の壁さえなければ、もっと多方面での活

躍が期待できる人々です。彼らが自ら発信できる

ようサポートができないかと日々模索しているので

すが、その一助として特技のある生徒には公民館

で教室を開校することを勧めています。特技のあ

る生徒が今度は先生となって地域の日本人に教え、

講師料を得ます。講師料の一部は日本語教室の

運営費に充てられています。

現在は公民館の６教室使って３つの英会話教室、

ベトナム語教室、手芸教室などを開校しています。

これからは、外国料理教室なども開校する予定で

す。まるで教室を開校することが趣味のようになっ

てきていますが、結局のところ私は、（特技のある）

人と（興味のある）人を繋げるのが好きなのだと

思います。人々を集め、協力して何かを成すことに

生きがいを見出しているのかもしれません。

一方、教室から教室を生むこの活動は、生徒た

ちにとってもメリットがあります。例えば、本当は

本国の時と同じ様に美容師として働きたかったの

に言葉の壁のせいで断念したあるカメルーン人女

性の生徒は、ここでブレイズヘア（細い三つ編み

Vietnamese language and handicrafts, with 

plans to start a cooking class in the near future. 

I find that organizing new classes is becoming 

something a hobby for me. I love the idea of 

connecting people who have skills to share with 

people who are keen to learn new skills. There is 

a real sense of purpose in bringing people together 

to create something new.

This initiative has great benefits for our 

students. For example, we had a student from 

Cameroon who used to work as a beautician and 

wanted to do the same job in Japan but had given 

up because her Japanese wasn’t good enough. 

So she started off ering Blaze* hair classes at the 

武里日本語教室と私と生徒たち
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をたくさん作ったヘアスタイル）教室を開校しまし

た。外国人たちの相談に乗ると、しばしば彼女の

ように本当にやりたかったことができていない人に

出会います。

》》歩み寄る努力

今の日本社会では、外国人たちが本人の希望す

る職業に就いたり、あるいは契約の更新をしたい

場合等、日本語の上達が必須となっています。我々

ボランティアスタッフは、そういった現状を鑑みて

生徒たちの日本語上達に心を砕いていますが、歩

み寄る努力が求められるのは外国人たちだけでは

ないと思います。雇用者が少しでも彼らの言語を

学べば、より意思の疎 通がしやすくなります。仮

に日本語の読み書きができなくても作業が進めら

れるよう仕事のやり方を変える柔軟性も必要です。

受け入れる側が歩み寄る努力、これは日常生活

の中でも求められています。当教室には、生徒た

ちが記入するのを手伝ってほしいと様々な書類を

持ち込んできます。多くの場合、書類の記入は日

本語でしか許されていないため、彼らは苦心しな

community center. There are so many stories like 

this, of people who don’t feel confi dent in using 

their skills due to the language barrier.

* a distinctive hairstyle of thin braids

》》Consideration for others

For foreigners living in Japan, an understanding 

of the Japanese language is essential, whether 

it be to get the job you want, or sign a contract, 

or other aspects of day-to-day life. As volunteer 

teachers we do our best to help our students 

improve their Japanese, but it seems to me that 

it shouldn’t always be the foreigners making the 

effort. If employers, for instance, were to learn 

even a small portion of the language of their 

foreign employees, this would contribute to better 

communication in the workplace. Through more 

fl exible work procedures and practices, we should 

be able to accommodate workers who are less 

profi cient in reading and writing Japanese.

The key is for both sides to make an effort. 

Students often ask us for help filling in forms 

様々な学習教室のチラシ
Leaflets advertising differ-
ent courses

様々な学習教室のチラシ
Leaflets advertising differ-
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and documents. In most cases these must be 

completed in Japanese, which can be a substantial 

burden for non-native speakers. While the 

situation has improved in recent years, and there 

is now much more foreign-language public 

signage and information available, I fi nd that all 

too often the information is outdated.

Despite the ongoing increase in the number of 

foreigners and their descendants living in Japan, 

precious little has been done to accommodate 

their needs. Our primary aim as teachers is to help 

them learn the language, but I am increasingly 

aware that they need other forms of support to 

help them adapt to life in Japan. To this end, 

I am thinking that I would like to be a sort of 

intermediary between foreign workers and local 

employers, dedicated to improving working 

conditions. Perhaps my fundamental desire to help 

others has grown over the years into something 

altogether bigger. The experience of working with 

students at the Takesato Japanese Language Class 

has given me a great sense of fulfi lment. I really 

like helping others, and I am keen to continue 

working for the benefi t of foreigners in Japan so 

that they can feel happy and content here.

がら手続きを進めています。外国語表記の案内も

以前に比べれば増えましたが、情報が古く更新さ

れていないことも間々あります。

　年々日本に住む外国人やその子孫たちは増加

の一途を辿っているのにも関わらず、このように日

本社会は外国人たちに対する配慮が、様々な側

面で足りていません。私の本来の役目は日本語を

教えることですが、生徒たちが日本社会へ適応す

るためには、もっと包括的な支援が必要と考えて

います。そこで今後は、仲介役として雇用者と外

国人たちの間に入り、職場での外国人たちの待遇

改善を促す活動もしていきたいです。思えば、「誰

かのために何かしたい」というシンプルな動機が、

随分と大きく成長したものです。それだけ武里日

本語教 室の生徒たちと過ごす日々が、私の内面

にも良い影響を与えているということなのでしょう。

これからも「誰かのために何かしたい」という気持

ちを根底に、日本で暮らす外国人たちが住みやす

い生きやすい環境を整える手助けをしていきたい

と思っている次第です。

毎月２回開催のシャインカービング教室。
Shine carving classes, held every fortnight

武里日本語教室と私と生徒たち
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Profi le

愛知県 名古屋市出身。同志社大学 法学部卒業。

販売促進コンサルティング業、コンビニエンスチェーン本部業

務、銀行シンクタンク部門、厚生労働省主管特殊法人等での勤

務を経て、2015 年 8 月アジア福祉教育財団 難民事業本部の職

業相談員として勤務を開始し、現在に至る。

趣味は、スポーツ（ゴルフ）、読書（歴史書）、日本の城郭研究など。

Originally from Nagoya City, Aichi Prefecture, Japan.
Graduated from Doshisha University Faculty of Law.
After engaging in a sales promotion consulting business, 
worked for a convenience store-chain headquarters, a 
bank's think tank division, and a special corporation under 
the Ministry of Health, Labor, and Welfare (MHLW).
August 2015, Started to work as a vocational counselor 
at the Refugee Assistance Headquarters (RHQ) of the 
Foundation for the Welfare and Education of the Asian 
People (FWEAP), a job he continues to hold.
Enjoys sports (golfing), reading (history), and researching 
Japanese castles, etc.

Vocational Counseling Services to Support

Independence of Refugees Living in Japan and a Case Study

Tsukasa Hiromori,

第5章
日本に暮す難民への
自立に向けた
職業相談と事例

難民事業本部　RHQ 支援センター　職業相談員／廣森 司さん
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はじめに
Introduction

私は、公益財団法人アジア福祉教育財団 難

民事業本部の RHQ 支援センターに所属す

る職業相談員として、難民が日本で自立して生活

して行くためのベースとなる就労先の斡旋（マッチ

ング）及び就労先で定着できるよう行う各種支援

（サポート）業務に携わっています。

現状では業務の対象となるのは、条約難民（注１

参照）と、第三国定住難民 ( 注２参照 ) の方々

となりますが、ここでは職業相談員の業務概要と、

その具体例として、条約難民の事例の中から一件

をご紹介したいと思います。

注１：条約難民

難民条約に定義された難民の要件に該当すると判断された

者を指します。難民条約に定義された難民に該当するか否

かの認定判断は法務省の外局である出入国在留管理庁が所

管しており、2019 年までに 841 人が条約難民として認定

され、日本国内で定住者として暮らしています。

注 2：第三国定住難民

海外の難民キャンプ等で一時的に庇護を受けている難民

を、新たに受入れることに合意した第三国へ移動させ定住

を図ることを第三国定住と呼びます。国連難民高等弁務官

事務所（UNHCR）は、難民問題の解決策の一つとして第

三国への定住を挙げています。日本においては、2010 年

からパイロットケースとして 5 年間、タイ北西部の難民

キャンプに滞在するミャンマー難民を、そして 2015 年以

降は、マレーシア国内に滞在するミャンマー難民を毎年約

30 名 ( 家族単位が基本 ) 受け入れており、2019 年までの

10 年間に 50 家族 194 人が日本に定住者として暮らして

(Note 1) Convention refugees
Convention refugees are individuals who meet the 
requirements stipulated in the Refugee Convention. The 
Immigration Services Agency of Japan, an external agency 
of the Ministry of Justice, is in charge of recognizing which 
individuals fall under the Refugee Convention, and as of 
2019, 841 people have been recognized as convention 
refugees and have settled in Japan as long-term residents.
(Note 2) Resettled refugees
Resettlement refers to the transfer of refugees who have 
been given temporary protection at a foreign refugee camp, 
etc. in an asylum country to another state that has agreed 
to admit them. The United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) considers resettlement to be a solution 
to refugee problems. Japan accepted about 30 Myanmar 
refugees (in family units, in principle) from refugee camps 
in northwestern Thailand for fi ve years from 2010 as a pilot 
case. And she also has accepted same number of Myanmar 
refugees annually from Malaysia every year since 2015. 

A s a vocational counselor belonging to 
the Refugee Assistance Headquarters 

(RHQ) Support Center of the Foundation for 
the Welfare and Education of the Asian People 
(FWEAP), I have been engaged in a vocational 
counseling service ( job matching) to help 
refugees find workplaces to facilitate their 
leading independent lives in Japan as well as 
various services to support them in assimilating 
into their work environments.

At present, the services are targeted at 
convention refugees (refer to Note 1) and 
resettled refugees (refer to Note 2). Here, I would 
like to provide an overview of the vocational 
counseling services and a case study of a 
convention refugee.
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職業相談員の業務概要
Overview of

vocational counselor services

続いて、職業相談員の業務について概要を

ご説明します。当財団の難民事業本部が

政府から受託して難民対象に実施している RHQ

支援センターでの「定住支援プログラム」とはどの

ようなものか、職業相談員業務以外の部分を含め

てのご説明となります。

1．定住支援プログラム  ( 期間 : 約 180 日 )

このプログラムは以下のような研修等から構成され

ています。このうち、職業相談員が受け持つ部分

は (2) の一部と (3) となります

〈1〉日本語教育

日本社会で自立した生活を営むために必要な

日本 語 能 力の習 得。572 時 間 (1 授 業 時 間

45 分 )。 

〈2〉生活ガイダンス

日本の社会制度や習慣、仕事の情報・就労

マナー・安全管理・健康管理・日常生活・近

所付き合い、学校・保育所との連絡等 ､ 日本

Next, I will give an overview of vocational 
counse lo r  s e rv ices ,  i nc lud ing  the 

Settlement Support Program for refugees 
provided at the RHQ Support Center, which 
i s  en t rus ted  to  the  Refugee  Ass is tance 
Headquarters (RHQ) of the FWEAP by the 
Japanese government, as well as services beyond 
vocational counseling.

1.Settlement Support Program
   (period: approximately 180 days)

This program consists of the following services 
and guidance. The vocational counselor is in 
charge of (2) and (3).
〈1〉 Japanese Language Education
Participants acquire the Japanese language 
skills necessary for living independently in 
Japanese society.
572 units (1 unit: 45 minutes) 
〈2〉 Guidance for Japanese Life 
Par t i c ipan t s  acqu i re  the  founda t iona l 
knowledge necessary to start living in Japan, 

います。

なお、ここで言う「定住者」とは外国人に与えられる在留

資格で、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間

を個別に指定して居住を認める（定住期間の更新も可能）

者のことを言います。定住者は就労活動に制限はありま

せん。

During the 10 years leading up to 2019, a total of 194 people 
from 50 families have been accepted as long-term residents 
in Japan.
Here, “long-term resident” refers to a foreign national who 
has been granted a status of residence in Japan for a certain 
period (renewable) individually designated by the Minister of 
Justice for a special reason. There are no restrictions on the 
work activities of long-term residents.

《日本に暮す難民への自立に向けた職職業相談と事例》

第 5 章

69



面接の練習風景　
Interview practice

で生活を始めるうえで必要となる最低限の知

識の習得。120 授業時間 (1 授業時間 45 分 )。

〈3〉就労先の斡旋 ( マッチング )　

①当該難民を受入れていただく企業を開拓する

ことであり、定住予定地や就労対象者のプロ

フィール等の与件、及び主たる生計者 ( 主に

夫 )・従たる生計 者 ( 主に妻 ) 毎に、収入・

職種・就労時間・就労曜日・通勤時間・外国

人及び難民雇用の有無を含む職場環境・企

業規模等の基準に則って行います。（第三国

定住難民を対象とする場合は原則当該難民が

来日するまでの間に、必要企業数の確保に目

途が立つよう取組んでいます）

②マッチング成立までの基本的な流れは次の通

りです。当該難民の就労意識調査 ⇒ 受入れ

可能企業のプレゼンテーション及び難民から

の就労希望企業の聴取 ⇒ 当該企業へ就労希

望者のプレゼンテーション ⇒ 職場見学・面接

⇒ マッチング成立。 

which includes topics such as Japanese 
social systems and customs, job information, 
working manners, safety management, health 
management, daily life, socializing with 
neighbors, contact with schools and nurseries, 
etc.
120 units (1 unit: 45 minutes)
〈3〉Vocational Counseling Service (Matching)
1) Find companies that accept refugees, and 
provide counseling/matching based on the 
circumstances, such as planned settlement 
locations and the profiles of refugees seeking 
jobs,  income, job type, working hours, 
working days, and commuting time for each 
primary breadwinner (usually the husband) 
and secondary breadwinner (usually the 
wife), as well as the work environment, such 
as the company’s employment of foreigners 
and refugees, company size, and so on. (For 
resettled refugees, in principle, we work to 
secure the required number of companies by 
the time they arrive in Japan.)
2) The basic flow leading up to successful 
matching is as follows.
Work awareness survey for job-seeking 
refugees => Presentations by hiring companies 
and hearings of refugees about the companies 
they  want  to  work  for  => Appl icants ’ 
presentations to each company => Company 
visits and interviews => Successful matching

2.Support at the Settlement Location 
after Completion of the Settlement 
Support Program

When refugees begin to settle in at their 
settlement locations after completing the 
scheduled Settlement Support Program, the 
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２．定住支援プログラム修了後の定住地での
      支援（サポート）

当初の定住支援プログラムが終了してのち、当該

難民の方の定住地での暮らしが始まると、RHQ

としては以下の支援（サポート）を行うこととなり

ます。このうち、職業相談員が受け持つ部分は以

下の（３）及び（４）となります。

〈1〉生活上の各種サポート

生活相談員及び通訳による行政手続き・学校

との連絡・病院同行・家計管理・悩み事相談等。

〈2〉日本語能力向上のためのサポート

日本語教育相談員による日本語学習継続の

ための仕組みづくり・教材の提供等。

〈3〉就労面のサポート

職業相談員のプランニングによる職場適応訓

練（以下（４）にて詳述）の実施、就労定

着のための指導等であり、マッチング成立 ⇒ 

職場適応訓練の開始 ⇒ 職場適応訓練の終

了及び雇用開始となり、ここから当該難民は

自立して生活して行くこととなります。

なお、職業相談員はマッチング成立から職

場適応訓練の開始までの間、就労前研修の

実施及びマッチング企業との職場適応訓練の

実施計画書・契約書等関係書類の作成・締

結・手交、その他諸準備を進める事になります。

〈4〉職場適応訓練

職場適応訓練とは、当該難民が就業の経験

が無いか、あるいは失業中の期間が長い等

の事情から一般的な就業や職場環境への不

適応が懸念される場合など、職場適応訓練

を受講する必要があると RHQ が判断した難

民に対して実施します。

RHQ provides the following support services. 
The vocational counselor is in charge of (3) and 
(4).
〈1〉Daily life support:

 Administrative procedures by daily life 
counselors and interpreters, contact with 
schools, accompanying refugees to hospitals, 
household management, consultation on 
problems, etc.

〈2〉 Japanese language education support:
 Creating a system for continuing Japanese 
language learning, provision of learning 
mate r ia l s ,  e tc .  by  Japanese  l anguage 
counselors

〈3〉Vocational support:
Workplace adaptation training planned by the 
vocational counselor (the details are described 
in (4) below) and guidance on assimilation 
into the work environment, etc. are provided. 
Refugees start to lead independent lives 
through the processes of “Successful matching 
=> Start of workplace adaptation training => 
Completion of workplace adaptation training 
and start of employment.”
During the period between successful matching 
and the start of workplace adaptation training, 
the vocational counselor provides pre-work 
training and carries out various preparations, 
such as the preparation, signing, and delivery 
of a workplace adaptation training plan and an 
agreement with the hiring company, as well as 
other related documents.

〈4〉Workplace adaptation training program:
If deemed necessary by the RHQ, workplace 
adaptation training is provided to refugees who 
have no work experience or who have concerns 
about adaptation to general employment or the 
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事　例
Case Study

アフガニスタンからやって来た「ナイスガイ」Ｓ氏
Mr. S, a gentleman from Afghanistan

職場適応訓練の委託先企業は、一定の要件

を満たす必要がありますが、訓練終了後に当

該難民を雇用していただく事を前提として、1

ヵ月以上 6 カ月以内の範囲で RHQ が訓練を

委託することになります。

なお、この職場適応訓練期間中に、当該難

民の受入れ企業の費用負担（人件費、社会

保険料等）は一切ありません。逆に訓練中

の委託料として、訓練者１名当り、月 25,000

円上限を受入れ企業にお支払いしています。

それでは、以下に職業相談員業務の具体的

事例として、アフガニスタンからやって来

たＳ氏のケースをご紹介します。

【1】  S 氏のプロフィール
条約難民として認定された S 氏は、アフガニ

スタン出身の 3 ０歳代の男性です。母国では

機械工学系の大学を優秀な成績で卒業しまし

た。大学時代から様々なエンジニアリングのプ

ロジェクトやインターンシップを経験、その中

work environment due to reasons such as a 
long period of unemployment.
The RHQ outsources  a  1-  to  6-month 
workplace adaption training program to 
companies that meet certain requirements on 
the assumption that the refugee will be hired 
by the company after training is completed.
Companies that provide workplace adaptation 
training do not have to bear any costs 
(personnel costs, social insurance premiums, 
etc.) during the training period. On the 
contrary, a consignment fee of up to 25,000 
yen/month is paid to them per trainee during 
the training period.

Here, I introduce the case of Mr. S, who 
came from Afghanistan and received 

vocational counseling services as follows.

【1】 Profi le of Mr. S
Mr. S, who is presently in his thirties and 
originally from Afghanistan, was recognized 
as a convention refugee by the government 
of Japan. He graduated from a mechanical 
engineering university with honors in his 
home country. He participated in various 
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で特にエンジニアリング分野におけるプロジェ

クト管理についての知識・スキル習得に努め、

大学卒業後はさる企業においてマーケティング

・マネージャーや各種プロジェクトリーダーを任

されていました。しかし、母国内での紛争か

ら身の危険と将来への不安を感じ、2014 年に

母国を逃れて日本に入国し、2016 年に条約

難民として難民認定を受けています。

そして、2017 年 4 月～ 9 月の間、定住支援

プログラムを受講するために、私が勤務する

RHQ 支援センターに入所しました。

【2】  就労支援調査の実施
就労支援の開始に当たり、先ずは S 氏への就

労意識調査を行いました。S 氏は「自分はま

だ若年 ( 当時 2 ０歳代後半 ) で経験も浅いの

で、今後もエンジニアリングの現場で経験を積

み、将来的には専門的なスキルを身に付けて、

自信を持ってプロジェクト管理が出来るような

技術者になることを目指しています」と、自ら

の将来像を明確に表明しました。

Ｓ氏は、母国語に加え、オーソドックスなビジ

ネスレベルの英語、更にその他 4 言語と、合

計で 6 言語を話せるマルチリンガルな人です。

但し、入所当時の同氏の日本語は辿 し々いも

のでした。

私は、S 氏の知性・人柄・生活態度等に接す

るにつけ、彼が日本で自己目標を実現させるた

めには、まずは彼に合った就労先企業の開拓

をしなければならないと思いました。

【3】  “営業は断られた時から始まる”
就労先企業の開拓に当り、与件を踏まえた候

補企業を様々なルート・情報源からピックアッ

engineering projects and internships during 
his university days and strived to acquire 
knowledge and skills related to project 
management, especially in the field of 
engineering. After graduating, he was 
appointed as marketing manager and project 
leader for various projects at a company. 
However, fearing for his physical safety and 
feeling anxious about his future due to the 
conflicts in his home country, he escaped 
and arrived in Japan in 2014, and he was 
recognized as a convention refugee in 2016.
He was admitted to the RHQ Support Center, 
where I work, to participate in the Settlement 
Support Program from April to September 
2017.

【2】Work support survey
Upon starting to provide work support, I 
conducted a work awareness survey of Mr. 
S, and he clearly expressed his future vision: 
“I’m still young (in his late twenties at that 
time) and don’t have much experience, so 
I will continue to accumulate experience in 
the engineering fi eld and acquire expertise to 
become an engineer who can manage projects 
with confi dence in the future.”
Mr. S is a polyglot who can speak six 
languages, including his native language, 
orthodox business-level English, and four 
other languages. However, when he first 
entered the Center, his Japanese was still 
broken.
E a c h  t i m e ,  I  w a s  i m p r e s s e d  b y  h i s 
intelligence, personality, lifestyle, and other 
qualities, and I thought that for him to achieve 
his goals in Japan, he needed to first find a 
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プし、かなりの数の企業に電話でアプロ－チ

を試みました。しかし、暫くは思うような結果

が得られませんでした。

そんな時、ある媒体の掲載記事に「産業用冷

凍機、各種コンプレッサー及びそれらの周辺

機器、食品加工機器等の製造・販売をグロー

バルに展開している有力企業」として M 社の

紹介記事を見つけました。そして、私はこの企

業こそ S 氏が求めている企業だと思い、早速

M 社のホームページにアクセスしてみると、そ

こには人事担当係長による「外国人雇用につ

いて」という記事を発見し、ピンと感じるもの

がありました。

“困った時はど真ん中への直球勝負” とばかり、

直ちにＭ社に電話を入れ、こちらとしての率直

な思いをお伝えしたところ、先方は「実は我々

も外国人雇用について新たなアプローチをしな

ければならないと考えていたところだったんで

す」とおっしゃり、お会いしていただけること

になりました。

そして、S 氏を伴って M 社を訪問し、S 氏に

ついての詳細のご説明をさせていただき、一

次面接⇒工場見学⇒二次面接等のステップを

経て行く中で、私は「Ｓ氏を採用していただけ

るのではないか…」との手応えを感じていまし

た。

ところが、後日、M 社の人事担当次長と係長

より当方を訪ねたいとの連絡が入ったので、当

時の RHQ 支援センター施設長と共にお会い

したところ、先方からは「（S 氏の採用は）大

丈夫だと思っていたのですが、最終的に日本

語能力への懸念が指摘され、『時期尚早であ

company that suited him.

【3】The Sale Begins When the Customer 
Says No
I prepared a list of candidate companies 
from various routes and information sources 
based on Mr. S’s circumstances, and I called 
a considerable number of them. However, it 
took some time for me to achieve the expected 
results.
During my search, I came across an article in 
a publication that introduced Company M as a 
“leading company that is globally advancing 
manufac tur ing  and sa le  of  indus t r ia l 
refrigerators, compressors and peripheral 
equipment, food processing equipment, 
and other products.” I thought that this was 
exactly the company that Mr. S was looking 
for. I quickly accessed Company M’s website 
to find an article entitled “Employment of 
Foreign Nationals” by the section chief in 
charge of personnel affairs, which was a 
eureka moment.
I decided to take a straightforward approach 
and immediately called Company M to convey 
my frank thoughts. The person in charge said, 
“Actually, we too have been thinking about 
taking a new approach to employing foreign 
nationals,” and I had the opportunity to meet 
them.
I visited Company M together with Mr. S 
and explained the details of his situation. 
While going through the process of the initial 
interview, factory tour, and then second 
interview, I came to optimistically feel that 
the company would hire Mr. S.
Later, the deputy general manager and the 
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RHQ支援センターの資料棚にて
On the RHQ Support Center reference shelf

る』との判断により、採用の決裁を得られま

せんでした。誠に申し訳ありません」と、残念

そうに丁重なお断りの回答を受けました。

これに対し、RHQ 支援センター施設長からは、

参考までにとして職場適応訓練（P71 ／〈4〉職

場適応訓練参照）の実施を提案させていただきま

した。すると先方は「そのような訓練制度が使

えるのであれば、再度社内で検討してみます」

と述べ、S 氏の件は一旦持ち帰って再度検討

いただくこととなりました。そして数日後、Ｍ

社の次長から連絡があり「職場適応訓練を導

入し、S 氏を受入れることになりました」との

回答がありました。これには S 氏本人は勿論、

関係者全員が歓喜しました。

こ の 時 私 は、 レ タ ー マ ン（Elmer G. 

Letterman。全米を代表する伝説のセールス

マン。著書に『営業は断られた時から始まる』

section chief in charge of personnel affairs 
contacted us to tell us that they wanted to 
visit. However, when I met them with the then 
Director of the RHQ Support Center, they 
politely refused to offer Mr. S employment. 
Regretfully, they informed us that “We 
thought it would be okay (to employ Mr. 
S), but ultimately there was a concern about 
his Japanese language skills, and so his 
employment was not approved because the 
company judged that hiring him would be 
premature. We are very sorry.”
In response, the then Director of the RHQ 
Support Center proposed the implementation 
of a workplace adaptation training program 
merely for reference (see P71 / (4) Workplace 
adaptation training program). They said, “If 
we can make use of such a training program, 
we will again discuss the matter within the 
company,” and they brought the information 
back to the company for review. Several days 
later, the deputy general manager contacted us 
and said that they had decided to accept Mr. 
S by implementing the workplace adaptation 
training program. Mr. S and all involved were 
overjoyed at the news.
At that time, I thought of the words of 
Letterman (Elmer G. Letterman, a legendary 
salesperson from the United States who wrote 
a book entitled “The Sale Begins When the 
Customer Says No”) and thanked Company 
M’s deputy general manager and section chief 
for their understanding and eff orts.

【4】Workplace adaptation training program 
and encounters with wonderful people
Through the above process, it was decided 
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tha t  Mr.  S  would  jo in  the  workplace 
adaptation training at Company M’s factory 
in Ibaraki Prefecture to take his fi rst step into 
the future. It was also decided at the deputy 
general manager’s discretion that Mr. S would 
live in the company’s dormitory for bachelors 
located on the factory premises during the 
workplace adaptation training.
During this period, I visited Company M’s 
head office and its Ibaraki factory several 
times in order to prepare the workplace 
adaptation training plan and agreement as 
well as other related documents, in addition to 
the arrangements to move into the dormitory. 
After completing those procedures, I regularly 
visited the factory to check on the progress of 
the workplace adaptation training.
Mr. S’s workplace adaptation training at 
Company M started at the training center 
within the company’s factory. Each time I 
met and talked with the head of the training 
center, I was impressed by his personality and 
guidance policy. In addition, knowing that 
all people, including Mr. S’s seniors at the 
training center, the leaders of the departments 
where Mr. S was trained, and the dormitory 
manager were treating him very warmly, 
kindly, and sometimes rigorously, I thought he 
was lucky to meet such wonderful people.
The head of the training center gave him 
the following challenges: (1) mastering 
M-ism (Company M’s corporate philosophy, 
corporate culture, etc.), (2) acquiring broad 
and deep basic knowledge and expertise as 
well as demonstrating his performance to 
become a person who is needed not only 
by the departments within the company but 

原題 :The Sale Begins When The Customer 

Says No. がある）を思い浮かべると共に、M

社の次長と係長のご理解とご尽力に感謝申し

上げました。

【4】  職場適応訓練 そして素晴らしい
       人達との出会い

上記のプロセスを経て、S 氏は将来へ向けた

第一歩として、茨城県下にある M 社の工場に

て職場適応訓練に入ることとなりました。職場

適応訓練の期間中の住まいは、M 社の次長

の計らいで同工場内の単身寮に入寮させてい

ただくこととなりました。

この間、私は職場適応訓練の計画書や契約

書、その他関係書類の作成及び入寮手配等の

ために M 社の本社及び茨城の工場へ何度か

足を運び、また、それらの手続きが終わった

後も職場適応訓練の進捗状況確認のために定

期的に同社の工場を訪問しました。

M 社でのＳ氏への職場適応訓練は、同社工

場内のトレーニングセンターでスタートしました

が、同トレーニングセンターのセンター長にお

会いしてお話しさせていただく度に、その人柄、

指導方針の素晴らしさに敬服しました。また、

トレーニングセンターでの先輩方や後に S 氏が

訓練を受ける部署のリーダー、更には寮の管

理者に至るまで、S 氏に対して実に温かく親切

に、そして時には厳しく接していただいている

ことを知り、「S 氏は素晴らしい人達に巡り合え

て幸運だ」と思いました。

トレーニングセンター長から S 氏に与えられた

課題は、① M 社イズム（Ｍ社の企業理念・企

業風土など）の体得、②基本的知識・技術
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を広く深く習得し、パフォーマンスを発揮して

社内の部署だけでなくユーザー (クライアント)

からも「是非、来て欲しい」と思われること、

そして、③日本語力の向上に努めることでした。

職場適応訓練もだいぶ経過したある日、トレ

ーニングセンター長から私に対し「今日はこれ

から S 氏が外国からの研修生に対してプレ

ゼンテーションしますので、ご覧になりません

か？」とのお誘いがあり、私は早速同社工場

を訪ね、工場内の会議室で S 氏の発表を見学

することとしました。

そして、英語版のパワーポイントにまとめた M

社の企業風土・仕事の進め方・取組みのポイ

ント等をプレゼンテーションする S 氏の姿は、

まさに「水を得た魚」のようでした。

また、別の日には、S 氏が外国のクライアント

の方達を対象としたプレゼンテーションをした

折も見学させていただきました。その時はトレ

ーニングセンター長から「お客様の接待も全て

S 氏が行いました。S 氏の人柄と能力が評価さ

れ、クライアントからは『是非 S 氏には我が国

に来て、社員を指導して欲しい』と言われてい

ます」と、楽しそうにおっしゃっていました。

私は、正に最も知りたいことを推し量り、御配

慮された上でのお言葉に感謝すると共に、S

氏の着実なステップアップの現況を確認するこ

とが出来て嬉しく思いました。

【5】  遂に正社員　そして待望の部署に！  

その後、Ｓ氏は M 社の原点と言われるサービ

ス ( メンテナンス ) 部門の経験もさせていただ

き、そこでの真摯な取組み姿勢に加え、玉掛

け作業（注 : クレーンに物を掛け・外しする作業）

also by users (clients), and (3) improving his 
Japanese language skills.
After the workplace adaptation training had 
progressed significantly, the head of the 
training center invited me to visit: “Today, 
Mr. S will give a presentation to some trainees 
from abroad, so why not come and see it?” I 
visited the factory to view his presentation in 
the conference room.
Mr. S appeared quite lively as he presented 
on the company’s corporate culture, how to 
proceed with work, key points of initiatives, 
and so forth summarized using the English 
language version of PowerPoint.
On another day, too, I had the opportunity to 
see him make a presentation to foreign clients. 
At that time, the head of the training center 
spoke cheerfully, “Mr. S did everything, 
including entertaining our customers. Our 
clients highly evaluated his personality and 
skills, saying, ‘We would like Mr. S to come 
to our country to instruct our employees.’”
I appreciated his thoughtful words about what 
I really wanted to know, and I was grateful to 
be able to confi rm Mr. S’s steady progress.

【5】Finally becoming a permanent employee 
in his desired department
Subsequently, Mr. S experienced operations in 
the service (maintenance) department, which 
is the company’s core department, where he 
worked with great sincerity. He also passed a 
practical test on slinging and lifting operations 
(slinging and lifting loads to/from a crane), 
the Japanese Language Profi ciency Test (level 
N4 at that time), and the most difficult in-
house skills test. Overcoming these challenges 
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の実技試験や、日本語能力検定 ( 当時は先

ず N4 レベルから ) に合格し、更に、最も難

関とされている社内技能検定にも合格するなど、

課題を一つひとつクリアして行き、社内での評

価もどんどん高まって行くこととなりました。

こうして S 氏は 6 ヶ月間に及んだ職場適応訓

練と 1 年間の契約社員期間中に、目標を見据

えた精進をした結果、遂に正社員に登用され

ると共に、待望の「技術研究所」への配属を

掴み取りました。

Ｍ社のトレーニングセンター長からは「今回の

S 氏の人事は異例なことです。それだけ社の皆

が注目しています」というお言葉をいただきま

した。私はここに至るまでにご理解・ご尽力を

いただいた M 社の方々に心よりお礼を申し上

げました。

その上で私は S 氏に対し「おめでとう。頑張り

ましたね。でも、本番はこれからです。いず

れは日本での永住とお嫁さんも考えないといけ

ないですね」と声を掛けると、S 氏は「ありが

とうございます。皆さんには本当に感謝してい

ます。これからもよろしくお願いします」と上

達した日本語での返事が返ってきました。S 氏

の表情には強い自覚が感じられました。

さて、S 氏は現在も M 社の技術研究所で頑張って

います。私は 5 年後、10 年後に、日本国内だけで

なく、世界で勇躍する S 氏の姿を思い描きながら、

「ナイスガイ」S 氏にエールを送り続けたいと思って

います。

one by one, his reputation within the company 
continued to rise.
Mr. S devoted himself to his goals during 
the six-month workplace adaptation training 
and the one-year contract employee period; 
at the end of this period, he was fi nally hired 
as a permanent employee and assigned to the 
Technical Research Institute, which was his 
hope.
The head of Company M’s training center 
said, “The assignment of Mr. S is unusual, and 
everyone in the company is paying attention to 
him.” I expressed my sincere gratitude to the 
people of Company M for their understanding 
and eff orts to reach this point.
Then I said to Mr. S, “Congratulations, you 
have done your best. But the real journey 
begins now. In the future, you will also have 
to think about your permanent residence in 
Japan and your marriage.” He responded to 
me in excellent Japanese, “Thank you very 
much. I’m very grateful to everyone.” I could 
see his strong determination in his facial 
expression.

Mr. S is now working hard at the company’s 
Technical Research Institute. I would like to 
continue to encourage this gentleman with 
the expectation that he will actively play an 
important role not only in Japan but also on the 
world stage 5 and 10 years hence.
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編集担当より From the Editor

❖コロナ禍において、取材活動も制限を受け
る中ではありましたが、各章にて登場いただい
た方々の協力のお陰で、今年度も無事に本誌を
発行することができました。
第1章にて紹介した渋谷ザニーさんと当財団
とのご縁は16年前の2005年に当財団が行っ
た「トークショー」に遡るものであり、これは偶
然にも第2章で紹介したクリニック院長の武
永賢さんについても同じでした。
第3章では茨城県内で東南アジアの野菜作り
に励む元ラオス難民女性を「学習まんが」にて
紹介し、第4章では千葉県内で定住した難民へ
の日本語教室を主宰している仙部さんの活躍
を、そして、第5章ではこれから定住を目指す
難民にとり、最も重要な職業斡旋業務をしてい
る難民事業本部の職業相談員による“営業は断
られた時から始まる”との辛抱強い気持ちが導
いた斡旋の事例を紹介しました。登場する方々
の背景や歩みは様々ですが、人と人の出会いが
もたらすものの大きさを感じます。

❖ところで、当財団の広報誌には、『愛』と姉妹
誌の『別冊愛』の二種類があります。
『愛』は、当財団が「アジア孤児福祉財団」と呼
ばれていた1976年に創刊されており、来年
（2022年）2月発行予定の版で第45号となりま
す。一方、日本語とその英語訳併記の『別冊愛』
は、2016年に創刊されており、本号で第7号目

となります。『愛』が毎年の当財団の事業実績を
紹介しているのに対し、『別冊愛』は福祉や教
育、そして難民問題等の分野で活躍される方々
との対談、寄稿文、自己紹介文などを、英語訳を
付して紹介しております。（「学習まんが」が加
わったのは2017年発行の2号目からです）

❖両広報誌に共通するタイトルの「愛」です
が、これは当財団の初代理事長である松田竹千
代（理事長在任：1969年12月～1976年5月）
が、ベトナム戦争当時、同国各地で発生した戦
災孤児の救済のため、サイゴン郊外に戦災孤児
の宿舎兼職業訓練施設を建設することを計画
し、1973年8月からは同施設建設のための募
金活動を開始し、日本全国の銀行のカウンター
に募金箱を設置させて頂きました。こうした募
金箱には松田本人が筆を揮った「あなたの愛の
手を」の一文が印刷されていました。
1976年5月に当財団の第二代理事長に就任し
た奥野誠亮（理事長在任：1976年5月～2008
年4月）により、財団広報誌を発行することと
なると、奥野はその広報誌のタイトルとして前
任者である松田に因んで最初は『あなたの愛の
手を』とし、1986年2月発行の第9号からは
『愛』に変更し、今日に至っております。どうぞ
これからも『愛』及び『別冊愛』を宜しくお願い
申し上げます。

（了）

アジアの国の人 と々のお花見風景です。特定の桜の名所ではありません。読者の皆さんの心の中にある「桜の名所」
をイメージしてみてください。マスクなしで寛げるようなお花見が、いつの日か戻ってくることを祈ります。
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