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○バンクーバー国 際空港

○スタンレーパー ク

○セントジェーム ススクール

○バスで UBC 人類 学博物館へ

○UBC キャンパス見学＆UBC 生にイン タビュー

○グランビルアイ ランド＆ディスカッション

Ⅰ．１日目

バンクーバー市内視察
（文責：阿部桃子 ）

私たちは空港に 足を踏み入れた途端カナダの「多文 化
主義」を感じるこ とができた。入国審査場に着く前に ，
多くの先住民族に かかわる芸術作品が至る所に設置さ れ
ており，早速，カ ナダの先住民族に対する敬意が伝わ っ
てきた。そのほか にも多くの先住民族に関わる芸術や グ
ッズショップを見 ることができる。しかしこれは空港 内
だけではない。
私たちがまず向か ったの
は，スタンレーパ ークだ。

入 国 審査 場 前 にて

ここでトーテムポ ールについてガイドの方に教えてい
ただいた。それぞ れの集落の玄関のところに建てられ
ているトーテムポ ールには，彫られている動物などに
より意味が異なっ ており，それぞれの考えや状況を知
ることができるよ うになっている。また，バンクーバ
ー市内にある，と あるホテルには歴史あるトーテムポ
ールが展示されて おり，床にも伝統的な模様が施され
ている。市民の生 活の中に
ス タ ンレ ー パ ーク の
ト ー テム ポ ー ル

「先住民族の文化 」が溶け込
んでいるように思 えた。ま

た，観光客も多文 化について興味を持つきっかけにな って
いるのではないか と考える。
しかし，先住民族 に対する差別は現在でも根深く残っ て
いるという。先住 身民族の権利は保証され，文化も守 られ
ている。その反面 ，先住民族出身の子どもたちの多く は学
校に行かず，飲酒 や犯罪などの問題を起こすことが問 題と
なっている。それ は，彼らの生活が税金によって支え られ

ホ テ ル内 の
ト ー テム ポ ー ル

ており，働かなく ても生活することができることに原 因が
ある。このカナダ における社会問題の解決は，今後日 本がアイヌ民族との共存を考
えていく上で参考 になると感じた。
以上の点を踏まえ ，私が感じたのはカナダの多文化共 生の現状を学ぶことで，
今後の「日本の多 文化共生」を実現していくための課 題を具体的に見つけることが
できるのではない かと考える。

Ⅱ．2 日目

セントジョージス高等学校
（文責：田村栞）
2 日目はセントジョージス 高校を見学した。私はバ
ディと一緒にハイ レベル数学の授業を受けた。何も言
われなくても生徒 同士で話し合い，教えあいをするこ
とや，間違いを恐 れずにどんどんこたえていく姿勢は
日本とは異なって いて日本よりも活発な授業になって
いた。また，最も 衝撃を受けたのは授業中に飲食が可
能なことだ。日本 の学校では授業中に飲食は厳禁であ
るのに対し，カナ ダでは自由なスタイルで授業をして
いた。自由な環境 にあるにもかかわらず授業が成り立
っているのは生徒 たちの意識の高さゆえにだと感じ
た。

私たちは日本語クラスで多文化共生についての
プレゼンをした。彼らにとって多文化共生とは当た
り前なのであって ，私たち日本人がアイヌと一緒に
尊重しあって暮らす事の提案は当然の事なのだと
あらためて気づか された。日本語クラスでは一緒に
単語の勉強や文章の翻訳な
どをした。クラスをとっているほとん どはもう日常会話の日
本語はできるレベルで高いスキルを持っている生徒たちば
かりだった。
ランチタイムやフリータイムにはバディが校内の案内を
してくれた。校内には制服で はなく，紫色の T シャツや蝶ネ
クタイをつけた人 たちが多かった。そ れは私たちが学校を訪
れた日がパープル デイだったからだと教えてくれた。パープ
ルデイとは，LGBT について考える週間の ことだ。ほかにも校
内にはレインボー の旗など，LGBT の権利を主張するよ うなポイントがいくつかあっ
た。日本人の多く はその言葉さえ知らないがカナダで は浸透していて，生徒たちは
日常的にそれにつ いて話をするそうだ。日本の高校に もこのような文化を取り入れ
るべきだと思った 。日常的に国際的な問題を考えるこ とができるからだ。私たちの
学校では IR コー ス以外では国際的な視点からみんな でディスカッションをする機
会がほとんどない 。しかし，セントジョージス高校の ように学校全体でイベント化
することによって 全員にとってより身近に国際的な問 題に触れることができるので
はと思う。
ランチタイムには 多くの生徒が食堂に集まっていた。 そこには世界各国の幅広い

人種の人たちがい た。廊下を歩いていても金髪で色が 白い，私たちの考えるカナダ
人はほとんどいな かった。みんな違ったバックグラウ ンドを持った人たちが日常的
に集まっているこ とにより，多文化共生は当たり前で あるという価値観が出来上が
るのかもしれない と思った。高校を見学して，日本と 異なる点が多くとても興味深
かった。また，バ ディと会話をするうえで，言いたい ことが言えないもどかしさを
感じた。今後の英 語学習において強い刺激を受けるこ とができた。

Ⅲ．３日目

ブリティッシュコロンビア大学
（文責：佐藤真由 ）

私たちは，ブリ ティッシュコロンビア大学(以下

UBC)に訪れた。UBC は約 57000

人の学生が世界各 国から集まる大きな大学であり，様々な大学世 界ランキングで 30
〜40 位 に常にランクインしている名門校で ある 。カナ ダ国内でもトップ 5 位に入る
優秀な大学である 。私たちは，大学に予定よりも早く 到着したため，UBC の人類学
博物館を訪れる前 にキャンパスを案内していただいた 。カナダがマルチカルチャリ
ズムであるという ことを裏付けるかのように，すれ違 う人，１人１人が様々な国か
ら来ているのだと わかった。私たちのよ うに
ア ジ ア 系 の学 生も いれ ば ， 南米 やア フリ カ，
地元の人など，キャンパスを歩くだけで多民
族 国 家 と いう もの を感 じ る こと が多 かっ た。
まず私たちが案 内してもらった場所は，ボ
イスチェンジャー があるところだ。ボイ スチ
ェンジャーは丸い円盤のようなものである
のだが，その上に立って声を 発すると，自分
の声が反響して聞 こえてくる。しかし，周りにいる人 には反響せずに普通に聞こえ
るため，とても興 味深いものであり，これは自分です るほか体験できないものだと
感じた。次に，キャ ンパス内のあちこちにあった青い柱 について紹介しようと思う。
この柱に取り付け られているボタンを緊急時に押すと ，緊急事態に即時に対応して
くれるものである 。次に訪れた場所は，ネスト(巣)と 呼ばれる場所で，大きな鳥の
巣がくっついてい るかのような部屋がある建物だった 。また，ここでは昼食をとっ
たり，休憩をした り，勉強や会議を行うことができる ，学生にとってとても大切な
場所であることが 分かった。私たちはここで，UBC の学 生にインタビューを行った。
私は，4 人の学生 さんにお話を伺って感じたことは， 人の優しさであった。言語は
共通して英語でも ，様々な国から集まっていることで アクセントやイントネーショ
ンも異なる。だか らこそ，相手と向き合って話すとき ，決して嫌な顔をせずに話を
聞いてくれたし， 知り合いでもない私と，その私のつ たない英語を理解しようとし
てくれた。インタビューを通して，とても貴重なお話を 聞くことができたとともに，

人々の優しさを感 じることができた時間だった。
最後に，UBC を訪れ た一番の目的である人類学博物館に 行っ た。この博物館では，
主にファーストネ ーションズ(カナ ダの先住民族を総称した言い方)が残した木工作
品を展示している のだが，それだけではなく，世界中 の民族の工芸品や衣服なども
展示されている。 入り口にはファーストネーションズ が重要な生き物であるとして
いたサケのアート や，床のタイルにサケの絵が描かれ ていたりした。入場してすぐ
には，ファースト ネーションズの生活に欠かせないシ ダの木で作られたトーテムポ
ールや，船，祭器など，様々な展示物が保管 され ていた。中でも最も有名な作品は，
ファーストネーシ ョンズ出身のアーティスト，ビル・リードが作製した
and the First Men

The Raven

である。この作品は，もともと ハイダ族の創世神話を約 9 ㎝
の小型の飾りとして彫刻されたものを，のちに
大型の彫刻として 作ったものである。人類は，ワ
タリガラスによって貝ごと運ばれ，その中から
誕生したのだとい うことを表している。彼自身，
ハイダ族に属する先住民であり，祖父から彫刻
の影響を受けてハイダ族の伝統芸術様式を復興
させた。彼の作品は博物館だけ でなく，空 港や公
園にまで置かれて いる。これら の作品を見て，伝
統を輝かせ続けなければその伝統は廃れていっ
てしまうものだと 感じさせられた。

Ⅳ．４日目

グランビルアイランド＆ギャスタウン
（文責：酒井さく ら）

私たちは最初に，PUBLIC MARKET というマーケットに行った 。さすが「市民の
台所」と言われる だけあって，食材が豊富にあった。 マーケットには，北海道に負
けないほどの新鮮 な海鮮物や，溢れんばかりに山積み にされた果物や野菜が売られ
ており，その量の 多さと安さに驚いた。そして，
朝早くにもかかわ らず，開店と同時にたくさんの
買い物客が買い物 を楽しんでいた。私たちは，買
い物客にその人の バックグラウンドなどを聞くイ
ンタビューを行っ た。3 日目 に UBC で休憩してい
る学生たちに一人 でインタビューを行ったが，今
回は買い物をして いる人たちにインタビューをす
るため，とても緊 張した。だが，いざインタビューを 始めてみると，話しかけた

方々は全員快くイ ンタビューを受けてくれた。やはり ，インタビューを行った買い
物客は移民の方が 多かった。私たちが「どのようにす れば多くの文化が混じり合う
ことができるのか 。」と質問すると ，「その文化を理解 するのはもちろんだが，各国
の文化や食べ物を 楽しむことも大切だ。」という答
えが返ってきた。 実際にも，マーケットにはたくさ
んの国の食材が売 られており，カナダの街にもいろ
いろな国の飲食店 が所せましと並んでいた。そうい
う環境があるため ，身近に他国の食文化に触れるこ
とができ，楽しむ ことができるのだと感じた。日本
でも外国の飲食店 や食材が売っているが，数が少な
く，値段が高いた め手が出しにくい状況になり，十
分に他国の食文化 を楽しめていないのではないだろう か。また，観光客の方にも
「カナダのいいと ころはどこか。」 と聞くと，「お互い に理解しようとしているとこ
だ。」と答えた。これは，文化のこ ともそうだが，会話のことにも言えるだ ろう。
私がインタビュー したとき，聞き取りづらい私の英語 でも何度も頷いて理解しよう
としてくれている ことを，身をもって感じた。こうい った意識を一人一人が持って
いるため，カナダ の多文化共生は実現できたのだろう 。
この後は，アク アバスに乗ってダウンタウンに行っ た。そして，スカイトレイン
という電車に乗っ てギャスタウンへ向かった。ギャス タウンは，レンガ造りの建物
が並んでおり，レ トロな街並みが印象的だった。そし て，カナダの名物であるメー
プルのお土産が多 く，スモークサーモンのメープル味 などの面白いものもあった。
今回の研修ではイ ンタビューを行うことで，カナダの 人々が自然と日常的に多文化
共生していること が分かった。日本では外国人がいる と，今でもまだ珍しい目で見
られてしまう。し かしカナダではそのようなことはな く，純粋に過ごしやすかっ
た。日本とカナダ は国柄や住んでいる人種も違うため ，カナダと同じようなやり方
で多文化共生する のは難しい。しかし，カナダのよう にもっとお互いを尊重し理解
しようとする意志 を持つべきだ。

Ⅴ．5 日目

ホームステイ①
（文責：明道葉月 ）

私がホームステイ した家庭は 50 代の夫婦のお宅だっ た。ホストファザーはメキ
シコで歯の治療を していたため，1 週間不在だった。 そのため滞在期間はホストマ
ザーと私たち日本 人 2 人での 3 人で生活をした。終日 ホストファミリーと過ごす日
の予定はホストマ ザーと話し合って決めた。バンクー バーで有名なショッピングモ
ールがあるという ことで，ロイヤルウエストというモ ールに買い物に向かった。

カナダで有名な Roots という洋服ショップから，スー パーなどの日用品を取り扱
っている店まで，幅広い店があ った。客層も幅広 く，
現地の雰囲気を味 わうことができた。また，フード
コートには様々な 国の料理店があり，カナダ特有の
環境である。韓国料 理や 中華，タイ料理やメキシコ
料理など日本では目にすることができない料理も
並んでいた。これは多文化共 生社会特有のものであ
り，様々な文化に対応するた めの 1 つの方法なので
はなだろうか。また ，街やモ ールはハロウィーンの
お祝いムードでい っぱいであった。カナダではハロ
ウィーンが 1 年で 最も大きな祭りであるという。ホス トマザーになぜか聞いたとこ
ろ，カナダでは様 々な人種の人が生活しており，一年 の中で宗教の縛りが最もない
ハロウィーンが浸 透したという。人種を超えてより多 くの人と一緒に祝えることか
らこの文化は広ま ったそうだ。モールに行った後には カナダのハロウィーン名物で
ある「ゴーストト レイン」に連れて行ってもらった。 また，家庭に居て感じたこと
は，地域間のつな がりが非常に強いということである 。ホストマザーが不在の時に
は隣の家庭のお母 さんが料理を作ってくれたり，ケー キを分けに来たりと，日本で
はあまり考えられ ないほど家庭間の繋がりがあった。 また，隣の家庭はアメリカ人
であり，そこでも 多文化共生社会を体感した。さらに ，私のホストマザーはスイス
人で，ホストファ ザーはメキシコ人であった。人種の 違う二人はカナダで出会い，
そのまま過ごしやすいカナダに定住したそうだ。
たとえ違う国から来た人でもまるで母国のよう
に何不自由なく生活ができるのがカナダである。
このような環境は多文化共生を支えている大き
な要素なのではないだろうか。現在の日本では，
その顔立ちから外国人だとわかる人が生活をし
ていると，ほ とんどの人が驚き，珍しい人として
認識するであろう 。このように，日本人は全くと言っ ていいほど他文化に耐性がな
いと言える。これ からのグローバル化する国際社会を 乗り越えていくためにはその
力が必要不可欠で ある。

ホームステイ②
（文責：宇和佐美 雪）
私の家庭ではハロウィンのジャックォランタ
ンを作らせてもら った。かぼちゃ を買うお金は
病気の子供の治療費などに寄付されていると
いうことをホスト マザーから聞き，とても驚い
た。ホストシスターがいた 。彼女 はヴィクトリ
アという街の学校 に通っていて，その学校の寮に住ん でいたので週末で家に帰って
きていたホストシスターをホストマザーと一緒にヴィ
クトリアに送りに 行き，ヴィクトリアの街を観光するこ
とができた。ヴィクトリアまでは
車でフェリーに乗り，カナダとア
メリカの国境あたりを通って２時
間ほどでヴィクトリアに到着し
た。ヴィクトリアはカナダの政治
都市でブリティッシュコロンビア
州の州議事堂や１８００年代に建
てられた建物など歴史的な風景が
印象に残った 。そして州議事堂 の周
りの公園には３か所にトーテムポ
ールが置かれてい た。ホストマ ザー
の話によるとカナダには４種類の
ファーストネ ーション がいてヴィ ク トリアで はバン クーバ ーと
は長さや描か れている 動物の形， 太 さなど違 ったも のを見 るこ
とができた。ホス トシスターが通っていた学校では UBC やセ
ントジョージズ高 校に比べてアジア系の生徒が少なか った。バンクーバーだけでは
なくヴィクトリア の街並みを見ることができたのもよ かった。天気が良かったので
国境の山脈が見れ たりライトアップされた州議事堂が 見れたり，移動時間は長かっ
たがとても楽しか った。夕食ではヴィクトリア１おい しいピザを食べさせてもらっ
た。カナ ダは多文化が入り混じっているので日本食 をは
じめタイ料理やギ リシャ料理，ベトナム料 理，中国料理，
イタリアンなど様 々な国のレストランがあった。私のホ
ストマザー曰くカ ナダ人は色々な国の料理を食べるが ，
イタリアンは幅広 く人気があるといっていた。私は カナ
ダの他の国の料理や風習を受け入れるのが当たり前と
いう考え方がすご いと思った。日本では日本に住む人 の多くは日本人，さらに祖父

母やさらに上の先 祖を見ても純日本人という場合がと ても高い。私は日本も多文化
を積極的に取り入 れていくべきと感じたが国民の意識 が最も大切なのだと感じた。
その理由は，カナ ダではたくさんの人種がいるため幼 稚園などの幼少期から多文化
の環境に生かされ て成長してきたからだと思った。ホ ストマザーと多文化共生や言
語の話などもして ，個人個人が日本より文化などを受 け入れることが当たり前とい
う意識思っている ように感じた。これがカナダに良い ところであり日本も少しずつ
このような意識を 持つべきだと思った。

Ⅵ．6 日目

クイーンエリザベスパーク
（文責：佐藤真由 ）

カナダ研修最終 日は，クイーンエリザベス公園に訪 れました。空港に向かう前の
わずかな時間では あったが，パーク内を散歩しながら たくさんお話を聞くことがで
きた。とにかく 自然豊かで，広大な公園だった。ク
イーンエリザベス パークは，市立 の公園で，管理も
しっかりされている。説明を聞いて驚いたことは，
この公園に日本庭 園があるということだ。日本庭園
は帰り道を歩く途 中にあったのだが，しかし，灯篭
ともみじがあった だけで，日本という感じはしなか
った。公園の一部を回って，私たちはバスに乗り，
そのまま空港に向 かった。
今回の研修で，新たに分かったことがある。研
修前は，カナダは多民族共生している のだから先
住民理解されているものだろうと決めつけてい
た。確かに，アイヌ民族よりは理 解が進み，政府
は先住民に対して 支援を行い，先住民 族の文化復
興もはるかに大規 模であった。しかし その支援に
より，先住民族の若者たちが学校へ行 かずお酒を
飲む人や，犯罪を する人が増えた。それらの行為に対 して国民の不満が残り，差別
の原因にもなると いうことを聞き，一つ問題が解決し たとしてもなかなか多民族共
生の実現は簡単に はいかないのだということを学ぶこ とができた。

Ⅶ．感想
●酒井さくら
今回，私は初めて 英語圏の国に行き初めてホームステ イをしました。最初はホスト
ファミリーとどの くらいの距離感で接すればいいかわ からず遠慮してしまいました
が，ホストマザー が「遠慮しなくていいよ。ここはあ なたのおうちなんだから自由
に使って。」と言ってくれたおかげ でとてもリラックスして過ごすことがで きまし
た。日本のお土産 を持っていくととても喜んでいて特 に，宇和佐さんが持ってきた
日本酒は意外にも 気に入っていました。
カナダはいろいろ な国の人がいるので外国人だからと 珍しい目で見られることはな
く，また，風景も 北海道と似ていました。そのため， いい意味で外国に来た感じが
しなく，とても過 ごしやすかったです。最初は英語で 言いたいことが言えずもどか
しい気持ちもあり ましたが，ホストマザーが英語を教 えてくれたこともあって日に
日に英語に慣れて いき，自分から話しかけるようにも なりました。また，インタビ
ューを行った時も ，必死に伝えようとすれば相手もき ちんと聞いて理解しようとし
てくれました。言 葉が通じなくても伝えようとする気 持ちが大切だと感じました。
カナダの高校の授 業は日本と全く違い，カルチャーシ ョックを受けました。授業の
すすめ方も日本の ように椅子に座ってただ授業を受け るというようなものではな
く，生徒たちで考 える授業が多かったです。私は，討 論の授業に参加したのです
が，発言しない人 はひとりもいなくて授業時間が足り ないほど白熱した討論を繰り
広げていました。 さらに，授業中は食べ物を食べたり 自由に座って授業を受けてい
たことが一番驚き ました。しかし，寝ている生徒はい なくて授業に対する姿勢はと
ても良いと感じま した。
カナダではファー ストネーションズのお店やグッズが たくさんありました。売って
いるグッズもアク セサリーやタンブラーなど多くの人 に手に取ってもらえるような
ものが多かったで す。ホテルの床にもファー
ストネーションズ の文様があったりトーテム
ポールがあったり と普通に過ごしていてもフ
ァーストネーショ ンズを目にすることが多い
と感じました。そ のようなところから，カナ
ダの人々は自然と ファーストネーションズを
受け入れているの だと思いました。

3年C組

宇和佐美雪

私 は こ の カナ ダ 研 修を通 し て 日 本と は ま っ たく 違
う 多 文 化 共生 に つ いてた く さ ん のこ と を 学 ぶこ と
が で き た 。大 き く 違いを 感 じ た こと が ３ つ ある 。
ま ず 先 住 民で あ る ファー ス ト ネ ーシ ョ ン の 文化 に
対 す る 意 識の 違 い だ。カ ナ ダ に 着い て ま ず 私た ち
が 訪 れ た バン ク ー バー国 際 空 港 では フ ァ ー スト ネ
ー シ ョ ン の木 像 や 銅像な ど の 展 示が 多 く ， ファ ー
ス ト ネ ー ショ ン の 文化を カ ナ ダ にた く さ ん ある 中
のひとつの文化と して世界に発信しているように感じ た。到着ロビーの出口を出て
すぐ正面にファー ストネーションの工芸品のお店があ り，そこではファーストネー
ションの紋様がデ ザインされた器や神のように信仰し ている鮭の木でできた置物な
どが売られていた 。そして，私たちの住んでいる日本，
北海道のアイヌとの違いでファーストネーションの
お店ではネックレ スや水筒，タンブラー，携帯ケース
など若者をターゲットにした商品も多くアイヌには
ないので世界に発信するという考え方をアイヌもも
っと取り入れるべ きであると感じた。二つ目に，現地
で訪問，交流したセントジョージズ高 校ではカナダの
人種の多さに驚い た。生まれや育ちがカナダではない 生徒が多くさらに，両親の国
籍も様々だった。 私のパートナーはイギリスと台湾人 のハーフで英語と中国語を話
し，日本語クラス をとり，日本語を学んでいた。昼食 で食堂に行ったときには肌の
色や顔立ちが違う 生徒が集まり昼食をとっていた。日 本では見ることができない光
景で，文化や風習 が違う人々が同じように生活をして いておもしろかった。３日目
に行った UBC では通っている学 生にインタビューをした。国籍やバック グラウン
ドを聞き，なぜ UBC に通っているのか，UBC の魅力などを聞く ことができた。学
生の中には名前を聞いたことのないような国からカナダに移住
して通っていると いう人もいてすごいと思った。私のインタビュ
ーした学生の中では中国や台湾などの中華系の学生が多かった
が，トルコやアメリカ，イギリスなど多文化 共生の姿を実際に体
感することができ た。この研修で滞在した家 庭ではシングルマザ
ーで，彼女はアメリカ生まれでカ ナダに住んで１０年，祖父がフ
ランス人のためフ ランス語を話すことができ，他にもスペイン語
やドイツ語などを 話すことができるマルチリンガルだ った。現地でお世話になった
コーディネーター のロリータは父親がギリシャ人と母 親はエクアドル人という異色
のバックグラウン ドを持っていた。このように人種や 国籍関係なく様々な人が共生
していて日本には ない多文化共生が当たり前の考え方 がとても魅力に感じた。

●田村栞
カナダ研修を通し て強く感じたことが 3 つあった。
1 つ目は「カナダ人」という言葉についてだ。カナダには た
くさんの違ったバ ックグラウンドを持つ人たちがいて ，はじめ
私はその人は ，
「 中国人」
「フランス人」
「日本人」のように人種
で分けていた。しかし，カナダの人た ちはみんなそれらすべて
を「カナディアン」すなわちカナ ダ人であると考えていた。た
とえ移り住んでい たとしてもカナダに住み，生活している人は
皆カナダ人である という意識を持っていた。日本でも外国人を
見る機会が増えて きた。しかし，地下鉄などで見る外 国人は誰よりも目を引く。み
んなが外国人だと 考え，珍しいもの，自分たちとは異 なるものとしてとらえている
からだ。このよう な考えの中では多文化共生は実現す ることは難しいと感じた。カ
ナダのように ，みんなが同じ仲間と して生活していることでそれが当たり前 になり，
多文化共生はさせ ることができると感じた。
2 つ目は英語がただ のツールであるという
こと。日本で は話すこ とができる と いうだけ
でスキルにな る。しか しそれはた だ のコミュ
ニケーション の方法で あり，最も 大 切なのは
その人の中にある 考え，知識なの だと感じた。
日本の高校生活に ついて聞かれたときに私は多くを話 すことができなかった。私た
ちがつけるべきで あるスキルは情報をたくさん吸収し ，それを正しく発信すること
ができる力である ことを感じた。英語はそれを発信， 意思の疎通をするための１つ
のツールであり， それ自体に大きな意味があるとはい うことができないのかもしれ
ないと強く感じた 。
３つ目は意思 を 伝える ことの大切 さだ 。私は ホーム ステイが
初めてだった 。日 本で はすべてを 言葉に する 必要が ない。しか
し，ホームス テイ など ，お互いの 文化が 異な り，言 葉なしでは
理解できない とき には しっかりと 意思を 言葉 にして 伝えること
が大切である 。そ れに ついて身を もって 実感 した。 日本は単一
民族国家であ り， 大体 のルールや マナー があ ること により，言
葉にしないことが 多い。これはお互いを知ることが難し いため，
多文化共生を実現 するには意思を伝えることが本当に 大切であると感じた。
この３つの大きな 経験を大学での学びに生かして生き たい。また，カナダのよう
に多文化共生を実 現することができている国家につい て，高校教育などでももっと
取り入れていくべ きだと思った。カナダで出会った人 たちとのつながりを大切にし
ていきたい。

●明道葉月
私はこの研修を 通して「多文化共生」という言葉につい
て深く考え，さら にそれを実際に感じることができた 。事
前学習において， カナダ は多文化共生社会であるというこ
とは知っていたが ，実際 に目にしたその光景は日本で暮ら
す私にとって衝撃 的なものであった。私たちが訪れたバン
クーバーでは，様 々な人種の人々が街を行き交ってい た。
人種が違うことは顔の見た目や洋服などから伺うことが
できた。市街散策 の際，現地コーディネーターのロリ ータ
に「Why Canada people can understand each other? (文
化が違う人た ち同 士理 解し合い， 暮らし てい けるの はなぜか。 )」と 伺った ところ，
「カナダ人は幼い 頃から多文化の中で生活することに 慣れている。小学校ではキリ
スト教や仏教，そ の他様々な宗教のお祝いを全員です る。食べ物や音楽などを通し
て様々な文化があ ることを知っていく。」と 答え てくださった。日本では考えられな
いこのような取り 組みが，多文化を理解し，共生する という考えを持つ人を生み出
していると感じた 。さらに，男子校訪問やホームステ イを通し，実際に現地の人と
触れ合って感じた ことは，カナダの人々は他人にあま り干渉しないということであ
る。
『他人が何をして いても，自分は自分』という考え方を持っている 。この考えは
多文化共生社会を 支えている一つの要素ではないだろ うか。また，日本は多文化に
著しく耐性がない 国だと感じた。他国との国境を目で 見て感じることができない島
国日本では，他国 の文化が入ってくるということ体験 することができない。日本の
今後の課題は ，
『多文化を知り，理解する姿勢を国 民に浸透させる』ということであ
る。日本国民がグローバル化 する世界を生き抜くためには，
『世界には様々な人種や
文化があり，慣れ 親しんでいる日本の文化はむしろマ イノリティーなのだ』という
ことに気づく必要 があるだろう。
さ ら に「 先住 民 族」に つ い て学 びを 深 めるこ と が
で き た 。カ ナダ 政 府の対 応 は 日本 政府 が アイヌ へ 行
う 対 応 とは 全く 別 物であ っ た 。政 府は 土 地を奪 い 制
圧 し た 過去 を謝 罪 し，税 金 に よっ てフ ァ ースト ネ ー
シ ョ ン の人 々に 生 活保護 金 を 保証 して い る。日 本 の
ア イ ヌ 民族 は， 存 在を認 め ら れて いる が ，権利 は 認
められていない。 中途半端な承認だけであることは非 常に大きな問題である。日本
もカナダと同じよ うに先住民族に敬意を払い，一定の 政策をしていくべきであると
考える。一方，過 去ではなく現在に目を向けてみると ，生活保護金について問題が
浮上しているとい う。ホストマザーによると生活保護 金をアルコールやタバコに浪
費し，有効に使っ ている人はごく一部のみだという。 このような状況を知ったこと
で，対策を敷いた 後の対応も考えていかなければなら ないということがわかった。

●阿部桃子
今回，私は多文化 共生を学びにカナダを訪れた。現地 の方の出生や多文化共生に
ついての意見を聞 き，実際に先住民族のトーテムポー ルを市内で何度も見かけたこ
とが印象深かった 。現在の日本にはない考え方が多く あり，感動し，是非日本で生
かしていきたいと 感じた。
私が一番印象に 残っているのは，バンクーバー市内 でカナダに住む方へ行ったイ
ンタビューである 。私たちは「多文化共生に必要なも のは何か」について主にイン
タビューを行った 。私たちは研修までの４カ月以上の 間，多文化共生について考え
てきたが，その期 間で理解は仕切れるものではない， 難しいテーマであることはわ
かっていた。しか し，カナダ人はその難しい問いかけ に対して，その場で考え，英
語が流暢でない私 たちに対して，わかりやすい英語で 自身の考えを述べてくれた。
その優しい「歩み 寄る姿勢」が，カナダの多文化共生 を実現するために必要な要素
なのだと感じた。
そして，国際授 業の中で取り扱ってきた北海道のア イヌ民族と，カナダの先住民
族に対する待遇に 違いなども，実際に目にすることで 感じることができた。アイヌ
の文化は尊重され ていても，権利は認められてはいな いことが問題になっている。
しかし，カナダで は先住民族の文化・権利どちらも認 められて，先住民族の人々は
国から補助をもら っているが，働かなくても生活でき る状況なため，子どもたちは
学校に行かず，飲 酒などの問題を起こすことが深刻で あるそうだ。カナダと比べ，
北海道・日本にお ける先住民族の絶対数は明らかに少 ないが，今後日本がアイヌの
人々の権利を認め ていくにあたって，考慮すべき観点 を身につけられたと感じてい
る。また，UBC 内 の博物館を回った際，ガイドの方が 展示物の使い方や意味の説明
だけでなく，先住 民族の考え方について深く理解し， 教えてくださったことがが，
カナダでは先住民 族についての学びを深めることがで きる環境が整っているという
ことが伝わってき た。
その一方でカナ ダの多文化共生に疑問を持つことも あった。例えば，イスラム教
の教えに従って処 理された食べ物のことを一般的にハ ラルと呼びますが，町中では
そのマークを目に することはありませんでした。また ，スカーフで髪を隠す女性も
研修を通して数え るほどしか目にしませんでした。そ のことから，カナダではイス
ラム教徒が少ない のだと感じました。大学入学後，こ の理由について調べたいと，
興味を持つきっか けになった。アメリカ大統領選の結 果を受け，アメリカからカナ
ダへ移住しようと 考えるムスリムが増えると予想され るので，学びをさらに深めた
い。
今回の研修を通 して，カナダにも多文化共生に関し て様々な問題を抱えている点
から，日本の多文 化共生への道は前途多難であると感 じた。しかしカナダ人が見せ
てくれた，優しく「歩み寄る姿勢」のように，
「 多文化共生しようとする」というこ
とが大切なのだ。 人口減少や東京オリンピック開催に 向け，多くの外国人が日本に
やってくるだろう 。その時，この研修に参加したもの として，世界に通用する行動
をとっていけるよ う，これからも学業や様々か活動に 挑戦していきたい。

●佐藤真由
私は，多文化共 生を学びにカナダへ行ってきた。カ ナダに派遣される前から，北
海道の先住民族で あるアイヌとカナダの先住民族であ るファーストネーションズに
ついて調査したい と考えていた。日本ではアイヌに対 していまだ差別や偏見が残っ
ており，先住民族 の文化復興の規模も大きくない。し かしファーストネーションズ
について，事前の学習にてわか ったことは，文 化の復興が
大規模で行われて いること，ま た，ファ ーストネーション
ズについての先住民学習が教育で取り入れられていると
いうことだった。なぜ，日本では実現できず，カナダでは
実現できているの かを知りたかった。
現地での研修が 始まり，そもそもカナ ダは日本とは異な
って多民族国家で あることが分かった。街中を歩いて も，
髪が黒い人，茶色の人，金髪の人，肌が白い人，黄色い人，
黒い人など，世界各国からカナダに移住 してきた人が多く
見受けられた。私たちは多民族共生について調査する ために，UBC や街中でインタ
ビューを行った。
「多民族共生を実現するた めに 大切なことは何ですか？」という質
問に対し，もうす でに多民族共生が当たり前になって いるカナダ国民は，その質問
に答えることがで きない人もいた。インタビューを続 けて私が多民族共生で必要な
ことと感じたこと は，人の外見でものを判断しないこ と，相手の文化を理解しよう
とすることだと思 った。異なる国から来ているのだか ら，考え方や生活習慣が違う
のは当然なことで あって，それらを否定し続けて尊重 しない限り，多民族共生は不
可能だと考えた。 また，先住民族理解について，アイ ヌ民族よりもカナダ国民一人
一 人 が 先 住 民 に つ いて知 識 を 持 っ て い た ことが
分かった。しかしながら，差別は残っていた 。カ
ナ ダ 政 府 が 先 住 民 の若者 た ち に 支 援 を 行 ってい
る 。 差 別 は そ の 支 援によ り ， 若 者 が 大 学 に行か
ず ， 未 成 年 で お 酒 を飲ん で し ま っ た り し ている
せいで生まれてい るのだ。一つ問題解 決しても，
ま た 新 た な 問 題 と いうも の は 出 て き て し まうの
だと感じた。
今回の研修で得 たことを，今書き 上げている論文にしっかりと生かしてい きたい。
また，今後，大学 入学や社会に出た時に研修で得たカ ナダ国民の考え方は絶対に必
要になってくると 思う。日本規模ではまだ難しくても ，私のできる範囲で，コミュ
ニティに多民族共 生を実現させたいと考えている。

