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若手社会人
リーダー養成講座
内容: 宿泊型セミナー
テーマ: コミュニケーションスキル
国際人材の育成
社会人としての教養
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2008年度事業紹介

【人材育成事業紹介】2007 年度湘南国際村インカレ国際セミナー・誌上再録

基調講演者・田中均氏と参加学生によるパネルディスカッション
2007 年度の湘南国際村インカレ国際セミナー「東アジア共通の家 〜国境を越える市民の連帯〜」では、元外
務省審議官・田中均氏を招き「東アジア共同体構想の再考」というテーマで基調講演をいただきました。その後、
学生によるパネルディスカッションでは、質問に熱心にご回答いただきました。その模様の一部をご紹介いた
します。今年度は「よりよき環境と安全を求めて」をテーマとして、11 月 28 日（金）〜 30 日（日）に開催し
ます。
の場合、シンクタンクなど政策を作る基盤がすごく小さく、少なく、弱いと
思います。要するに本来どの国でもこういう類の議論はもっと活発であって
いいはずだと思います。既得権益を壊し、政治的なリーダーシップの範囲内
でイニシアティブをとっていくということは、私が口で申し上げるほど簡単
なことではありません。国内でいわゆる有識者といわれている層の人達、例
えば、学者やジャーナリスト、官僚 OB など、政治のみならずこの有識者層
が政策を作る基盤として強化されていかなければならないと思います。

東アジア共同体を構築する上で日本がリーダーシップをとるべきとい
う主張がありますが、アメリカや中国の反発を考えると、ASEAN（東
南アジア諸国連合）がイニシアティブをとるのが一番スムーズにいく方法で
はないでしょうか。
学生あるいは評論家がそういうことを言われるんですね。では「一体、何
を作るのか」というところから議論をすると、東アジアに「経済共同体」を
作るということで、その中身は「ルール作り」です。
「経済共同体」を作ろうとするかぎりは、日本がイニシアティブを取る必要
があると思います。日本という国は世界に比肩するだけの技術力を持ち、資
金力を持ち、民主主義統治体制の中で 60 年かけて国を高めてきた国です。私
達はそれに自信を持たなければいけません。
外交の世界に移し替えてみれば、
「相手を立てる」などいろんな工夫という
ものがあります。しかし、問題の本質は「一体、何を作りたいのか」
、
「誰が
その役割を果たせるのか」というところから物事を考えるべきだと思います。

Ｑ

東アジア共同体には、ASEAN の他にオーストラリア、インド、中
国を加えるべきとおっしゃっておられましたが、現時点で日本がリー
ダーシップを発揮しながら、まず経済関係で適正なルールを制定して市場の
自由化を進めていく、その相手国として最もふさわしい国とは一体どこでしょ
うか。
日本は ASEAN との EPA は締結したわけですが、シンガポールから始まっ
てマレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンと個別に FTA、EPA を結んで、
ASEAN 全体との枠組み的な EPA を結びました。今、インドならびにオース
トラリアと FTA、EPA の交渉をしています。EPA というのはルール作りだ
けでなく、当然のことながら関税を撤廃することになります。日本は工業製
品については既に関税が低いですから、実際に関税商品が残っているのは農
水産業分野が非常に大きいわけです。オーストラリアと FTA を締結すること
になると、当然のことながら、農水分野が対象にならざるをえないと思います。
ですから日本の国内の農業政策を変えていかないと、しっかりとした FTA を
結ぶことができないので、私はオーストラリアとの FTA がひとつの大事な局
面になると思います。
当然のことながら同時にやっていかなければならないのは中国ならびに韓
国との交渉です。韓国との FTA はこれまでずっと凍結されてきました。何度
か交渉しましたが、盧武鉉（ﾉ ･ ﾑﾋｮﾝ）政権の時に交渉が頓挫しました。2008
年２月に李明博（ｲ ･ ﾐｮﾝﾊﾞｸ）
氏が大統領になりますが、多分
間違いなく FTA 交渉が始まる
と思います。したがって、これ
から大事なのは中国です。私は
中国と FTA 交渉を始めるべき
パネルディスカッションの様子
だと思います。

Ｑ

東アジア共同体構築の問題点には、東アジア諸国の民主主義の習熟度
や経済格差などがあります。その視点から考えると日本がリーダー
シップを取るべきだと思います。しかし、グローバル化の進展によって格差
が拡大している昨今に、日本が果たしてその格差を是正できるのでしょうか、
もしくは逆に格差を拡大させてしまう危険性はないのでしょうか。
東アジア共同体の構築については、
「共同体とはそもそも何か」
、
「何を作り
たいのか」というところから考えなければいけません。とりあえず関税をゼ
ロにするというだけでは、より競争力のある国が競争力の無い国を収奪する
ことになります。
「経済共同体」といってもいろいろな側面があります。関税をゼロにするだ
けではなく、一定のルールを作り、なお且つ、経済協力的な側面を強く持っ
たものにする。すなわち、格差是正のために日本やオーストラリアといった
先進的な立場にある国が貧しい国に援助をし、インフラを強化し、特定の分
野においては、彼らに競争力をつけさせるような協力をすることを前提にし
た共同体です。
競争力が無い国と競争力がある国が競争したら、ますます格差が広がって
いくのはそのとおりです。しかし、そういう問題があるから、経済共同体で
それを是正する仕組みを作りましょうというわけです。そういうことができ
るのは日本以外にあるでしょうか。

Ｑ

▲

経済と環境の分野についてお聞きしますが、経済の分野では残念なが
ら日本が FTA（自由貿易協定）や EPA（経済連携協定）の協力を先
導してきたとは言えないと思います。また、環境分野でも「京都議定書」策
定の際には存在感を示していましたが、現在では 2008 年に洞爺湖サミット
を控えているにも関わらず、あまりアピールできていないと思います。日本
が東アジア諸国に対してビジョンを示そうとしても、現在の国内外の情況で
は難しいのではないかと思いますがいかがでしょうか。
日本がリーダーシップを取っていくためには、それだけの政治力がなけれ
ばいけない。ルール作りや FTA は国内の犠牲を必ず伴います。環境問題にし
ても当然のことながら相対立する利益団体がいるわけだから、特定の方向に
向けてリーダーシップをとるということは、異なる利益を持つステイクホル
ダーを越えていかねばならないということです。
それは本来、政治の力であるべきだと思いますが、今の国内の政治状況の
中でリーダーシップを求めることが可能な情況でないのは、そのとおりだと
思います。
しかし、政治的なリーダーシップだけが重要なわけではありません。日本

Ｑ
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プロフィール

田中均（たなか ひとし）
1969 年外務省入省。北米局北米二課長、アジア局北東アジア課長、英国国際戦略
問題研究所研究員、在英大使館公使、総合外交政策局総務課長、北米局審議官、在サ
ンフランシスコ総領事、経済局長、アジア大洋州局長を歴任。2002 年より外務審
議官（政務）を務め、
2005 年 8 月退官。同年 9 月より（財）日本国際交流センター
シニア・フェロー、2006 年 4 月より東京大学公共政策大学院客員教授。京大法卒。
オックスフォード大学より学士号・修士号（政治・哲学・経済）
。

＜担当者からのメッセージ＞
基調講演、パネルディスカッションを通じて話されていた「自分の話しているこ
とが何を意味しているのか、いつもよく考えて話すようにしてください」という
学生へのメッセージは、外交官として長年、最前線に立たれていた田中先生の信
念を強く感じさせるものでした。参加者にも強く印象に残ったことと確信してい
ます。
（担当：今井淳雄）
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湘南国際村学術研究センター

かわるもの･かわらないもの
山梨 俊夫 さん（神奈川県立近代美術館長）
かながわ国際交流財団は、カナガワビエンナーレ国際児童画展※ 1 や国際円卓会議「21 世紀ミュージアム・サミット」※ 2 を通じて、芸術文
化の発信も行っています。今回のインタビューでは、この 3 月行われたミュージアム・サミットに討議者としてご参加いただいた山梨さん
に、神奈川県立近代美術館のこと、今日の美術館のあり方を伺いました。
※１
※２

絵画を通じて子どもたちの夢と創造力を育み、神奈川の子どもたちに世界を、世界の子どもたちに神奈川を紹介し、国際理解と国際文化交流の推進を図るため、隔年で
開催しているこどもの絵画展。
日本経済新聞社との共催で、二年に一度、国内外の主要美術館長が 21 世紀のミュージアムの課題と展望を討議する国際会議。詳細は、http://www.k-i-a.or.jp/museum/

神奈川県立近代美術館との出会い

プロフィール
山梨俊夫 Toshio YAMANASHI

̶山梨さんが美術館で仕事をされるようになったきっかけは何

神奈川県立近代美術館館長。1948 年横浜市生まれ。東京大学文学部美学芸術

だったのでしょう？

学科卒業後、1976 年から神奈川県立近代美術館の学芸員として勤務。数多の

学生時代は大学闘争があって、卒業してからしばらく就職しない時期があ

展覧会の企画、調査研究活動に従事。2004 年より同館の館長に就任。主な著

りました。その時、高校時代の友人が働いていた小さな出版社に出入りして

書に『絵画の身振り』
（昭森社、1990 年）、
『風の絵』（スカイドア、1994 年）、
『絵画を読み解く 10 のキーワード』（小学館、1996 年）、
『現代絵画入門』（中

いたら、そこの社主に「鎌倉で人を探しているけど、美術館に行く気ないか」

央公論新社、
1999 年）、
『描かれた歴史̶日本近代と「歴史画」の磁場』
（ブリュッ

と言われたのがきっかけでした。今でこそ、美術館がどういう場所で、そこ

ケ、2005 年）などがある。

で働く学芸員は何をしているかを、誰もが理解しているけれど、当時は学芸
員の仕事なんて誰も知らない、そんな時代でした。以来、ずっとこの美術館

関連サイト

にいます。

神奈川県立近代美術館
http://www.moma.pref.kanagawa.jp/index.html

̶神奈川県立近代美術館は、長い歴史を持つ、独特な美術館とし
て知られています。

参考図書
神奈川県立近代美術館編「小さな箱−鎌倉近代美術館の 50 年
2001」求龍堂、2001 年。

神奈川県立近代美術館は 1951 年に日本初の公立の近代美術館として設立さ

1951 −

れました。国立近代美術館が設立されたのが、その翌年のことだったことを

神奈川県立近代美術館編「近代日本美術家列伝」美術出版社、1999 年。

考えると、極めて先駆的な取り組みだったといえるでしょう。当時、日本に

山梨俊夫『片岡球子画集』求龍堂、1992 年。

は美術館がほとんどなかったので、この美術館は独自の方針で、美術館活動

ポール・セザンヌ『セザンヌ 絶対の探求者』山梨俊夫（訳）、二玄社、1997 年。

を行ってきました。それには、土方定一〔美術史家。1965 年〜 1980 年まで神
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奈川県立近代美術館長〕という人物がもっていた多面性が大きく影響してい

は年に 2 〜 3 回、現存作家の展覧会をします。美術館が選んだ作家の展覧会

たと思います。彼は、公認された作家ばかりでなく、たとえ無名の作家であっ

をすると、その作家は市場価格とは違う破格の価格で作品を提供してくれま

ても、彼らのいい仕事を評価することで、中央の権威に対して、オルタナティ

す。タダでもらうわけにはいかないので、わずかな額で購入させてもらうの

ブを提示する姿勢を貫きました。もちろん館長だけが美術館を運営している

です。さらに、もう 1 点寄贈してもらえば、それでコレクションが 2 点増え

わけではないのですが、そこには一本筋が必要なのです。例えば、作品を収

ることになります。ですから、たとえわずかな額であっても、美術館に購入

集するにしても、歴史の中の何を選ぶかという方針を定め、美術館のコレク

予算があることは非常に重要なのです。

ションの性格づけを行う作業では、館長の役割は極めて大きいのです。この

もちろん寄贈を無制限に受けているわけではありません。作家の寄贈を受

美術館には、そうした独自の視点の伝統があるといえます。

ける基準を設けています。近代の美術史のうえで重要であること、我々の美
術館にすでに作品がある作家であること、過去に我々の館で展覧会をしたこ

コレクションのつくられかた

とがある人、コレクションごとの寄贈などが、この館の基準です。神奈川県

̶今、そのコレクションは１万点に上ると聞きました。

くとも、世界に発信していく美術館になるという意気込みでやっています。

の美術館ですが、特に神奈川県出身の作家にはこだわってはいません。小さ

国立美術館であれば、国の文化施設として網羅的なコレクションを形成す
る役割があるので、作品を毎年購入します。しかし、この美術館では、設立

美術館の体力：コレクション

当初作品の購入費はゼロ。そこで、展覧会をすることによって、作品を紹介

今、コレクションの作り方が 50 年前とは同じようにはいかなくなりました。

してきたのです。我々の規模の美術館では、近代美術の全てを網羅するよう
な展示を行うわけにはいきませんから、我々が大事にしたいと思う作家を中

購入予算の減少だけでなく、現在、美術作品は投機目的で売買されることが

心に行います。そうすると、作家の中には、自分の作品を評価し、展覧会を行っ

増え、価格が上昇し、財政的に厳しい美術館は購入することができなくなり

てくれた美術館を信頼して、自分の作品を寄贈する人も少なくなかった。そ

ました。これでは、人々がいい作品を見る機会が失われてしまいます。どん

うして、少しずつコレクションが増えていったのです。一見地味な展覧会や

な絵も人に見られることで絵に「厚み」が生まれ、生き続けることができる

調査研究は、現在の時勢ではないがしろにされがちなのですが、実はこうし

のです。

た蓄積があるからこそ、よい作品を人々に見せることができるのです。

̶山梨さんはどのように絵を楽しまれますか？
僕が惹かれるのは、絵画そのものが持つ力、あるいは描かれた空間の迫力

片岡球子さんの絵

がある絵です。よく、絵画に描かれているドラマチックな物語が話題になり

一つの例ですが、神奈川県立近代美術館には片岡球子さんの代表作が数多

ます。例えば、ベラスケス〔Diego Rodríguez de Silva y Velāzquez; 17 世紀、

くあります。今でこそ片岡さんは誰もが知っている日本近代美術の大家です

バロック期のスペインの画家〕のラス・メニーナス〔Las Meninas、プラド美

が、中々認められない時期もありました。我々のところとは長い付き合いが

術館〕を見れば、一番奥に自画像があり、フェリペ家の宮廷の人たちが描か

ありましたが、公立美術館として初めて彼女の展覧会を行いました。そのこ

れているといった物語に関心が集まりますが、あの絵の凄さは描かれている

とで、片岡さんは、彼女自身の代表作といえるようなよい作品をこの美術館

物語ではありません。平面の絵の中に、何段階もの空間が存在すること、そ

にたくさん寄贈して下さいました。

れが見る人を圧倒するのです。これを言葉で説明するのはとても難しいこと

実は、片岡球子さんは、私が小学校のときの美術の先生でした。私が美術

です。しかし、それを言葉に転換していくことが、僕の仕事だと思っています。

館に勤めだした当初、片岡さんは私のことを覚えていなかったでしょうが、

それが言葉になったとき、僕らのような仕事をする者にとって、絵とは違う

土方定一館長（当時）が、私が片岡先生の教え子だと紹介して以来、片岡さ

質の、新しい仕事ができるのではないかという希望を胸に抱きます。そうで

んは色々と目をかけてくれました。

なくては、絵に従属するだけになってしまうからね。

作家の中には、国立美術館のコレクションの中に入ることを名誉と考える
人もいますが、自分が信頼できる美術館、自分を評価し大切にしてくれる美

美術館のたのしみかた

術館に寄贈したいと思う片岡さんのような人も少なくないのです。作家を大

̶逆に美術館を訪れる来館者には、どう作品を楽しんでもらいた
いと思いますか？

事にすることは美術館の財産なのです。

̶コレクションは購入されるばかりではないのですね。

美術館が来館者に対してできることは、唯一見るきっかけ、あるいは刺激

コレクションの収集は、
購入、
寄贈、
寄託の 3 つの方法で構成されます。現在、

を提供することです。一人一人への刺激という意味では、こちらが思ったと

文化庁の調査では、半分以上の館が購入費ゼロという状態です。神奈川県立

おりに、相手に見てもらうことは当然できません。

近代美術館も 2008 年度の購入予算は 700 万円です。しかし、我々のところで
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を育てることは、究極的には個人的な作業なのです。だからこそ、美術館は

が変革される中でも、その人間的な体制を保障することさえできていれば、

誰に対しても平等に開かれているのです。絵に正しい見方はないし、絵の前

それは問題になりえないのです。美術館を支えるのは人だから、人が一番大

では人は全く平等です。

事だ、ということですね。

同じ絵をみて、つまらないという人がいてもいいし、これは面白い、とい
う人がいてもいい。違う反応があることが面白いのです。絵を見るときは自
由がいいのです。こういう見方をしてほしいとか、こういう時代を感じてほ
しいとかいうものは一切ないのです。しかし、
例えば、
同じような絵の具を使っ

Quick Question

ていたとしても、絵に表れる色は画家によって全く違う。そんなことを考え
ながら、見るのはとても面白いことだと思います。
▲

感動した作品：ジョルジュ・スーラ〔Georges Seurat; 新印象派に分類される 19

̶今、美術館関係者は冬の時代といいますが、どこの美術館も多
くの来館者で賑わっているようにも思われます。

世紀のフランスの画家〕の『アニエールの水浴』
〔Baignade, Asniēres、
ロンドン・

美術館は最近企画展に力を入れるようになってきたため、人気作品を見せ

ゲルの絵、ジャコメッティの油絵、セザンヌの風景画、モンドリアンの抽象画。

ナショナル・ギャラリー〕
、
ベラスケスの「ラス・メニーナス」
〔文中参照〕
、
ブリュー

▲ ▲

る見世物小屋と考える人も増えてきました。しかし、そうした集客目的の企
画展や普及活動ばかりに気をとられていると、自館のコレクションを整えて
いくことが疎かになりがちです。公立美術館には、多様な作品を人々に紹介

好きな色は：洋服は茶系。単独の色ではないけれど、秋の真っ青な空とか
好きな時間の過ごし方は：気の合う友達とお酒を飲んだ後、カラオケ行って、
懐かしい昔の歌を歌うこと。

▲ ▲

する義務があることは忘れられるべきではないと思います。
コレクションは、収蔵庫に眠らせておくだけでは価値がありません。新し
い切り口で展示をし、新人はもちろん、過去の埋もれた作家にも光を当てる

好きな歌は：好きな歌は歌わない歌。わが懐かしのウィーンとかね。
会ってみたい歴史上の人物は：考えたことないな。ランボーはすごい詩を書く
けれど、人間的にはどうだろう。嫌な奴だったかもね（笑）
。

▲

活動は大事だと考えています。もちろん神奈川県立近代美術館も、人気作家
の作品で企画展をすることもありますし、それも大切なことではありますが、

かばんの中の必需品：忘れたら困るのは、消し
ゴムと、製図用の鉛筆、芯削り。この３つがあ

それよりももっと、ゆっくりといい絵と触れ合う機会を提供したいと思うの

れば安心していられる。喫茶店で手書きの原稿

です。

用紙を書くからね。
▲ ▲ ▲

「美術館は最終的には人」
̶この美術館には冬の時代の影響はあまりないのでしょうか。

座右の銘：ない。
理想の美術館は：ここ。
生まれ変わったら：風かな。

美術館には、設置主体である行政の財政、あるいは制度の課題が色々と関

Interviewers' Notes

わってきます。神奈川県立近代美術館の場合には、購入予算はそれほど多く
はないですが、比較的恵まれていることは確かです。これが面白いことに、
▲

バブルの時代には一番恵まれない美術館でした。あまり時勢の変化を受けな

ミュージアム・サミットでは、
美術館を取り巻く環境が大きく変化する中で、
個々

い美術館なので、現在の実感としても、厳しくは感じられない。しかし、厳

の美術館社会における役割をどう規定するべきかを、国内外の美術館長ととも

しい状況は、美術館にとって一番大事なものを振り返る機会でもあります。

に議論してきました。美術館が伝統的に大切にしてきたこと、今の時代が美術

その観点から考えると、この美術館が大事にしてきたこと、あるいは一貫し

館に求めるもの。そこにある、かわるもの・かわらないもの。伝統と革新。過

て変わらずに続けてきたことは作品の調査研究です。調査研究をきちんと行

去と未来。今回は、急速な社会の変化に対応しようとするばかりでなく、美術

いながら、その上に立って、作品収集や展覧会や教育普及プログラムを作っ

館の存在意義をもう一度振り返ることの重要性を

ていくこと。この姿勢は変えまいとしています。もちろん、変えまいとして

改めて考えさせられたインタビューでした。

も変わってくる部分はあります。ですが、調査研究は美術館活動の核である
▲

という考え方を職員全員が共通の認識としている。そして、その成果として
のコレクションがあれば、様々な状況に耐えていける。こうした認識に基づ

第 3 回ミュージアム・サミットの記録、
『新たなる
美術館像を求めて』は、11 月下旬に慶應義塾大学

いた活動を維持することが一番大事なことなのです。

出版会から刊行される予定です。乞うご期待。
〔2008

これは心構えのことで、お金がなくてもできることです。しかし、これも
あるいは人の能力の一つかもしれません。今、指定管理者制度によって、人

年 7 月 9 日神奈川県立近代美術館にてインタビュー

間的な体制がとれなくなることを危惧されています。逆説的に言えば、制度

／原嶋千榛、栗田和佳子〕
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KIF Report
6月22日

地球市民ひろば

財団が行う様々な事業を報告します

6月7日〜7月13日

緊急支援報告

ジョー・オダネル

ミャンマー ･ サイクロン被害

「ヒロシマ ･ ナガサキ｣ 写真展

月 2 日、ミャンマー南部を大型サイクロンが直撃

5

ア

しました。その被害は甚大で、死者・行方不明

者 13 万人、被災者 250 万人以上と報告されています。

メリカの従軍カメラマン、ジョー・オダネルさんが撮
影した、空襲及び原爆の記録写真 45 点を展示しました。

開催中 3,594 名に来場していただきました。

今回の「地球市民ひろば」では、災害発生直後から募

「焼き場に立つ少年」や長崎の爆心地を撮影した約 4m の

金活動等に取り組み、緊急支援活動を実施する県内の

大型写真などの展示や、立命館大学国際平和ミュージアム監

NGO「地球市民 ACT かながわ」事務局長の伊吾田さ

修の「ヒロシマ・ナガサキ」DVD の閲覧コーナーを設置し

んに被災地の状況をお聞きしました。

ました。

伊吾田さんは 5 月下旬にミャンマーへ渡航し、災害

今回の写真展では、来場者の多くの方が目頭を押さえ、一

発生前から支援する僧院孤児院へ駆けつけました。孤

人のアメリカ人の心の変遷と戦争が子どもにもたらした悲し

児院の子どもたち、地域の人々は無事でしたが、施設

みなどについて考える機会になったと考えています。

や家屋の多くが破壊され、食糧不足、災害への恐怖感
な ど、 人 々 の
日常生活に大
きな影響があ
る こ と を、 現
地からしか伝
えられない視
点でお話いた
だきました。

6月29日

招聘講師リビーさんを囲む会員の集い

食

にとても関心のある招聘講師のリビー・リード

7月5、6日

さん。今回の交流会では、リード家のレシピ集

自分たちの年表を作ろう

から、アメリカ南部出身のおばあさんの定番で、親戚

外国にルーツを持つ若者たちからのメッセージ

が集まる時によくふるまったという「Red Beans ＆
Rice」という豆料理を参加者と一緒に作りました。ま

日は、演劇デザインギルドのすずきこーたさんを招き、

5

た、日本文化研究として「漬け物プロジェクト」に取

多文化なルーツを持つ若者たちが集まり、ワークショッ

り組んできたリビーさんから、

2008.9

江ノ島かながわ女性センター

色々な種類のピクルスなどの保

プを行いました。15 名が参加し、2 人 1 組になって、生まれ

存食や日本の漬け物の魅力につ

てから 2010 年までの自分たちの年表を作りました。6 日は、

いて紹介がありました。リビー

映像制作プロデューサーの永野絵理世さんを招き、映像を使っ

さんは、2007 年 9 月に来日して

たメッセージの発信につい

から、ぬか漬けやキムチ、梅干

て紹介していただきました。

しまで様々な漬け物づくりに挑

ワークショップを通して、多

戦し、帰国後も身近に手に入る

文化なルーツを持つ若者たち

材料で漬け物づくりに挑戦して

が表現することについて考え

いきたいそうです。

る機会になりました。
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11月1日（土）〜2日（日）

9月15日（月・祝）、10月13日（月・祝）

女流俳人と巡り、三浦半島の自然と文化に触れる吟行の旅

「地球市民ひろば」セミナー

三浦半島スタディツアー

「地球市民ひろば」は「人」をとおして地球規模の課題
を学ぶセミナーです。9月は「異文化理解」をテーマに、
私たちの身近な視点から、「異文化」の中にある多様な価
値観や考え方を、ワークショップを通して体験します。
10月は日本ブラジル移民100周年にスポットをあて、
「移民の現在（いま）」をテーマに、移民社会の多様な姿
や日本とブラジルの深いつながりを、映像を交えてお話し
ていただきます。

女流俳人、山西雅子さんと巡る1泊2日の吟行。城ヶ島、佐島、子
安の里などを地元の講師による案内とともにまわり、三浦半島の自然
と文化を題材にして、山西さんの指導のもと俳句を詠むバスツアー。
■日

時：11月1日（土）〜2日（日）1泊2日
※備考 1日10：00開始 2日14：00終了予定
■場 所：湘南国際村センター（講座および宿泊）
■対 象：俳句あるいは吟行に興味のある方
■定 員：30名（先着順、最少催行人数15名）
■参加費：23,000円（シングルでの宿泊・食事込み）
※2名相部屋での宿泊の場合お一人様21,000円
■申込み：FAXまたはメールにて事前申込み
■問合せ：※プログラム内容について
湘南国際村学術研究センター（担当：しみず）
TEL: 046−855−1821（土日祝日休み）
FAX: 046−858−1210 E-mail: shonan@k-i-a.or.jp
※宿泊について ㈱湘南国際村協会事業部（担当：まつもと）
TEL: 046−855−1800（土日祝日休み）
FAX: 046−855−1816

■日

時：9月15日（月･祝）13：30〜16：00
『ネパールからきたジギャンさん〜異文化理解
ワークショップ〜』
ゲスト：ジギャン クマル タパさん

10月13日（月･祝） 13：30〜16：00
『「日系ブラジル人」の新世代〜日本ブラジル
移民100周年を迎えて〜』
ゲスト：アンジェロ イシさん
■場 所：
１階 ワークショップルーム
■対 象：高校生以上(定員30名）
■参加費：無料
■申込み：事前申込制
■問合せ：学習サービス課（担当：あまぬま）
TEL: 045−896-2899（祝日除く月曜休み）
E-mail: gakushu@k-i-a.or.jp
(件名【9/15 or 10/13地球市民ひろば】)
URL:http://www.k-i-a.or.jp/plaza/

9月30日（火）〜12月16日（火）
受講生募集

秋の初級英会話
毎回テーマを決めて英会話を楽しみます。丁寧に指導します
ので、英会話に慣れていない方でも気軽に参加できます。

9月6日（土）〜10月13日（月・祝）

■講

師：Jonathan Lynch（ジョナサン・リンチ）
麻布大学英語専任講師
■日 時：火曜日開催 全10回18:30〜20:00
[開催日：9/30, 10/7, 10/21, 10/28, 11/11,
11/18, 11/25, 12/2, 12/9, 12/16]
■場 所：神奈川国際学生会館・淵野辺 1階 研修室
神奈川県相模原市鹿沼台1-10-22
（JR横浜線「淵野辺」駅南口より徒歩３分）
■定 員：10名（最小実施人数5名）
■対 象：初級者（英語で簡単な文を話せる方）
■料 金：受講料21,000 円（税込み）＋ 財団会費3,000 円
（一般会員）または1,500 円（学生会員）
（非会員の方または会員でも有効期限が講座開催全期
間を満たさない方はお支払いください。）
■問合せ：国際協力課（担当：ふじわけ）
TEL:045-896-2964 FAX:045-896-2945
E-mail:minsai@k-i-a.or.jp

地球巡礼

野町和嘉写真展

サハラ砂漠を旅してその魅力にとりつかれて以来、過酷
な自然と向き合って生きる人々を地球規模で精力的に撮り
続けている写真家・野町和嘉さんの写真展を開催します。
サハラ、メッカ、チベットからアンデスまで過酷な風土を
生き延びた祈りの姿約120点をご覧いただけます。
■日

時：9月6日（土）〜10月13日（月･祝）
10:00〜18:00（祝日除く月曜休み）
■場 所：
3階 企画展示室
■入場料：無料
■問合せ：学習サービス課
TEL:045-896-2899（祝日除く月曜休み）
FAX:045-896-2299
E-mail:gakushu@k-i-a.or.jp
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メリーランド州

招聘講師からのメッセージ

財団では神奈川県と友好関係にある米国メリーランド州から英会話講師を招聘しています。昨年から1年間活躍したリ
ビー・リードさんと、今年の8月から来日したピーター・キッドウェルさんからメッセージです。

リビーさん

ピーターさん

What an exciting year! I have
had a wonderful time getting
to know Japan this year. From
Hokkaido to Okinawa, I've
met many kind, caring and
interesting people, all willing to
share Japanese culture with
me. I have enjoyed teaching English to all of my
students this year. I want to thank all of them for
all the extra information they provided and all the
insights into Japanese culture. You all made me feel
very welcome. I look forward to returning to Japan
soon!

Hello everyone! My name is
Peter Kidwell and I'm from
Maryland. I am very much
looking forward to meeting you
and working with you. I know it
will be an exciting and rewarding
opportunity for all of us. I have
lived my whole life here in Maryland and have been
teaching English for 10 years now. I have heard
many nice things about your country and I can't
wait to share some nice things with you about
Maryland. Thank you in advance for this amazing
and wonderful opportunity. See you soon!

とてもエキサイティングな1年間でした。北海道から沖縄
まで、たくさんのやさしくて、親切で、面白い人たちに会い
ました。出会った人たちは私に日本の文化を伝えようと迎え
てくれました。また、この1年は英語を楽しんで教えること
もできました。英会話のクラスの人たちの皆さんはいろんな
情報や日本文化への洞察などを教えてくれ、とても感謝して
います。みなさんは私のことをとても歓迎してくださいまし
た。またすぐに日本に戻ってくることを楽しみにしていま
す。

皆さんこんにちは！ピーター・キッドウェルです。メリー
ランドで生まれ育ち、10年ほど英語を教える仕事をしてい
ます。招聘講師としてKIFで仕事をしながら日本で暮らすこ
とに期待で胸がいっぱいです。英会話講座で皆さんにお会い
するのがとても楽しみですし、メリーランドの素晴らしさに
ついてもお伝えしたいです。どうぞよろしくお願いします。

〜

12：00
〜

13：30
15：00

火
火1の
初級 SP
ピーター
火2の
中級 SP
ピーター

〜

火4の
中級
ベス

18：30
20：00
定員・費用

：

振

対
会

2008.9

間：2008 年10 月〜 2009 年3 月（各クラス原則
として週1 回全18 回)
替：欠席したら3 回まで振替クラスに参加可能
（基礎・初級対象6 回と中級・上級対象8 回
の全14 回、各回定員12 名程度）
象： 16 歳以上
場：
1 階 研修室A ・B

第９号

水4の
中級
ジョエル

水3の
初級
ジョエル
水4の
初級
ベス

木1の
中級
ルトガー
木2の
中級
ルトガー

通常クラス
SPクラス
プライベートクラス
（特A）

次の表を御覧ください。

42,900円
（一般）
41,400円
（学生）

39,900円

62,850円
（一般）
61,350円
（学生）

59,850円

82,800円
（一般）
81,300円
（学生）

79,800円

①クラスにより、上記料金とは別に教材費（3,000 円
程度） が必要な場合があります。
②申し込み時に財団会員に入会（年会費3,000 円）
が可能です。その場合、会員料金が適用されま
す。
③申込み人数が最少開催人数に達さないときはその
クラスがキャンセルになることがあります。その
際は全額返金します。

10

金
木1の
上級 SP
ピーター
木2の
上級
ピーター

金1の
初級
ピーター
金2の
上級
ピーター

木4の
木4の
初級
上級 SP
ルトガー ウェスリー

非財団会員（税込） 財団会員料金（税込）

（基礎、初･中･上級SP）

期

木
水1の
中級
ジョエル

17：00

（初･中･上級）

講座の期間／料金など

水

15：30

〜

財団では、米国・メリーランド州から
招聘した講師を中心に英会話講座を
開催します。ディスカッションやペア
ワークなどのいろいろな活動を通し
て、異文化コミュニケーション能力を
身につけ、文化や考え方の多様性につ
いて英会話を通して楽しく学びます。

10：30

金1の
基礎 SP
アイラ
金2の
初級
アイラ
金3の
上級
キース
金4の
初級
キース

土
土1の
特A
ピーター
土2の
上級
ピーター
金3の
中級
ピーター

日
振替
クラス
渋田

受講
生
募
集中
！

2008年度
秋期英会話講座

新規申し込み方法
❶電話、FAX、E-mail、来館のいずれかで①名前、
②電話番号、③希望クラスを伝える。
❷事務局が希望クラスの空席状況を確認しレベル
チェックテストの日時を相談します（相談は翌日
以降になることがあります）。
❸申込書を提出する。（レベルチェックテストの後
に受講規約とあわせて申込書をお渡しします。）
❹受講料を1週間以内に財団窓口か、振込みで支払
う。受講料が5万円をこえるクラスは契約成立後8
日間以内はクーリングオフが適用され、8日間を過
ぎても中途解約が可能。

問合せ
国際協力課（担当：ふじわけ、もりた）
TEL: 045-896-2964（祝日除く月曜休み）
FAX: 045-896-2945 E-mail: minsai@k-i-a.or.jp
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かながわのキーパーソン
サイクロン被害に苦しむミャンマーの被災者支援とアジアの子どもたちの教育支援

伊吾田善行さん

NPO 法人地球市民 ACT かながわ（TPAK）事務局長

｢アジアの人々が持ち続けている 支え合う思いやりの心 を日本社会に取り戻す｣

いごた・よしゆき
横浜市本牧生まれ、本牧育ち。ボランティアからインターン、
スタッフを経て 2006 年から事務局長を務める。母親が在日韓
国人だったお陰で生まれた時から国際的な視野が備わっていた
という。

生時代に参加したシンポジウムで、ア

学フリカの国連特使が行った少年兵に関
する講演に衝撃を受けた。自分よりもはる
かに若い子どもたちが、兵士となって紛争
に参加しなければ、自身の命さえ危うい状

況にあることを知り、いてもたってもいら
れなくなった。大学卒業後は、利潤を追求
する企業ではなく、世界の厳しい状況に置
かれている子どもたちの「役に立つ」非営
利の仕事をする職場で働きたいと思った。
しばらくして、地元の横浜に、活動地の
人々との ｢対話｣ によって自分たちの足
元も見つめなおす双方向の国際協力を行う
NGO があることを知った。アジアの子ども
たちの教育支援と、国内での国際理解を促
進する活動を行う ｢地球市民の会かながわ｣
（現、地球市民 ACT かながわ（TPAK））の
門を叩いたのは、大学卒業後 1 年が経って
からだった。
押しかけボランティアから団体の屋台骨
を担う事務局長となった現在はミャンマー
のサイクロン被害への支援に奔走する。「国
が何もしてくれない状況で、頼りになるの

はお寺や村といった、現地に根付いている
ネットワークです」。「ミャンマーの人が持
つ、困った時に相互に支え合う習慣は、現
在の日本社会が学び、取り戻すべきこと。
相手の立場に立って考え、お互いが常に対
等であるという姿勢を大切にしています」。
この仕事を始めて間もない頃、ある人
から投げかけられた問いが忘れられない
で い る。｢ あ な た は 食 べ る た め に 生 き て
い る の か、 生 き る た め に 食 べ て い る の
か｣。その時は、答えられなかったが、今は
後者だと胸を張って言える伊吾田さんの将
来の夢は、世界中の子どもたちが笑顔で生
きていける世界にすることだ。
NPO 法人地球市民 ACT かながわ
タイ、ミャンマー、インドの山岳少数民族や農村部の貧し
い子どもたちの栄養と就学支援などを行っている国際協力
NGO。国内での国際理解の普及にも努め、双方向に学び合い
による、地球市民社会の実現を目指している。

「ズレ」
を意識すること
第 139 回芥川賞が中国出身の作家・楊逸
（ヤン・イー）
さんの
「時が滲む時」
に決まりました。日本語だけでなく、母語とは違う言語で創作する越境
作家や、異文化の中で生きることで表現を生み出す作家に注目しました。

越境の声
著 者：リービ英雄
出版社：岩波書店
出版年：2007 年

存在の耐えら
れない軽さ

私小説 from
left to right

著 者：ミラン・

著 者：水村美苗

クンデラ
出版社：集英社
出版年：1998 年

出版社：新潮社
出 版 年：1998 年
（1995 年刊）

（1984 年刊）
西洋出身初の日本語作家といわれる

チェコに生まれ、1960 年代後半に起

著者が、多和田葉子、水村美苗、大江

こった民主化、自由化の運動「プラハ

じめず、かといって日本では「帰国子女」

健三郎などとの対話を通して、自らの

の春」を文化面から支え、自身も 75 年

として扱われ、
「日本人」にもなりきれ

経験から人が言葉を発するときや、文

にフランスへ亡命を余儀なくされた著

ないという葛藤の中でアメリカにとどま

学が生まれるときについて語る。地理

者の作品。恋愛小説でありながら、
「プ

る著者の半生を描いた、本邦初の「横書

的にだけでなく、自分の置かれている

ラハの春」という時代背景の中で繰り

きバイリンガル」小説。
「じきに私は日

状況下に「ズレ」を感じたとき、境界

広げられる人間模様への洞察は、存在

本人であることの証しは血にはないこと

線を「越境」することで生まれる書き

や物事への「重さと軽さ」が両極に位

を知るようになった」という著者が、そ

言葉のチカラとは？を考えさせられる。

置しているものではないと気づかされ

の証しを日本語に求め続けてきた結果出

る。

てきた「書き言葉」に圧倒される。
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●かながわ国際交流財団（略称「KIF」）は･･･

読者のみなさまの投稿募集！

地球のすべての人が、国境や人種、文化の違いを
越えて、人間らしく暮らせる社会の実現のため、
人と人のつながりを大切にした国際交流・国際協
力、地球市民意識の高揚と多文化共生社会の実
現、国際的な人材の育成、学術・文化交流並びに
世界に向けた情報発信などの様々な事業を展開し
ています。

読者のみなさまからの投稿コーナーを始めました。
● 自分がしている国際協力・国際交流の活動について
● ボランティア活動をしていて日ごろ感じていること
● 会員の方は、「会員になったわけ」 etc.
一方的に発信するだけではなく、読者のみなさまからも情
報誌についての意見や感想をいただきたいと思っていま
す。双方向に語り合う場として、紙面を活用していきたい
と考えています。ぜひみなさまの「声」をお寄せください。

●KIFサポーターになりませんか？
財団の活動を支援してくださるKIFサポーター
（賛助会員）会員を募集しています。会員になる
と…
・財団が主催する各種催しを掲載した情報誌をお
送りします。
・当財団の出版物の割引サービスが受けられます。
・会員の方を対象にした催しへ招待します。
・会員証の提示で、提携エスニック・レストラン
の優待サービスが受けられます。

JR根岸線「本郷台」駅改札出て左すぐ

【投稿先】原稿をメールか FAX、郵送でお送りください。
FAX：045-896-2945 E-mail：minsai@k-i-a.or.jp
〒 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷 1-2-1
かながわ国際交流財団 情報誌編集係

かながわ国際交流財団ニュースレター
2008年9月1日発行 第9号

＊会員登録をご希望の方は、財団までお問い合わ
せ下さい。振り込み用紙など関係資料をお送りし
ます。
★当財団は、2006年4月より、神奈川県から指
定管理者の指定を受け、
を運営してい
ます。
★このほか、神奈川県国際研修センターと神奈川
国際学生会館を運営しています。

発行／財団法人かながわ国際交流財団
〒247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1
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TEL：045-896-2626（代表） FAX：045-896-2945
URL：http://www.k-i-a.or.jp E-mail：minsai@k-i-a.or.jp
印刷・DTP／有限会社 青史堂印刷
バスでお越しの場合
ＪＲ横須賀線「逗子」駅前1番乗り場より、16または26系統「湘南国際村」行
きバスに乗車、「湘南国際村センター前」下車。所要時間約25分 料金340円

広告を掲載しませんか？
各ページに広告を掲載するスペースを設けています。県内で国際協力・国際交流の活動を展
開している市民活動グループをはじめ、図書館、公民館、パスポートセンター、県立高校、
市町村国際担当部署、市町村教育委員会、市町村区役所、県庁、会員などに配布しています。
発行部数は 6,000 部です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

大きな声と「個性的な」声
「日本人」の立場から考えた、心情的にもっともなことは、今の日本
社会では鉄筋コンクリートのシェルターに安置されている。外国に
ルーツを持つ若者の声は、地盤の弱い沿岸部から発せられ、地盤が揺
らぐことを恐れずに拡声器を使ったとしても、いつその沿岸部が「国土」から切り離さ
れるとも分からない。自分の声はどんなところから発せられているのだろう。（も）

編 集
後 記

【広告】
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＊情報誌に掲載されているイベントへのお申し込みの際にお知らせいただいた
個人情報は、イベント受付以外の目的には使用いたしません。

