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Youth Empowerment with Diversity  

「多文化共生」を新しいライフ・ビジョンに 

「多文化共生」という言葉には、どんな可能性があるだろう。 

「急増する外国人」、「不登校」、「ひきこもり」、そんなマスメディアが騒ぎ

付けた名詞で、ヒトを決めつけたくない……かけがえのない過去と未来のひとつ

ひとつを、自然な「対話」のなかで分かち合いたい。 

ちっぽけに思えるくらいの一人の人間。でもたった一人の人間を理解するために

は、お互いを肩書や経歴ではなく「その人」として見つめあう時間が必要だ。 

そんな「対話」なんて、はっきり言って面倒くさい。でも、自分とは違う他者と

の「対話」を通して、初めて自分を知ることだってできる。 

 共感できること、反発しあうこと、人と人との違いを通じて「自分」が見つか

る。「進学すること」「就職すること」、そんな目に見える成果の前段階にある

ココロのなかに、他者と自分を尊重できる「多文化共生」を育みたい。 

きっと「文化」は、人の数だけ無限にあるだろう。でも一人じゃ越えられない壁

も、自分とは違う誰か（文化）と一緒なら越えられるかもしれない。「違い」が

あるから、人は人を助けることができるはず。大嫌いなアイツを認められるな

ら、大嫌いな自分も認められるはず。アイツを大好きになれば、自分も大好きに

なれるはず。それが私たちの「多文化共生」なんじゃないか。 
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  日本に来て学んだことは 

異文化理解の大切さ 
ジャンナトゥール・フェルダウスさん 

 

 名古屋の日本語学校を卒業し内定をもらった企業が違法な外国人受け入れを行って

いることがわかり、急に就職活動を開始しなければならなくなりました。そんな大変な

ときに、わかこく（わかもの国際支援協会）の皆さんとお会いしました。仕事が見つか

るまでのホームステイやビザの手続きへ入管まで同行していただいたり、たくさんの友

達を作るための支援をいただきました。 

 バングラデシュはイスラム教の国です。友達のことは「ボンドゥ」と言います。私た

ちはお金持ちの人も貧しい人も、どんな職業の人も毎日決まった回数、決まった方角を

向いて、決まった作法でお祈りをしています。世界中のムスリムは、共通したあいさつ

「アッサラームアライクム」と呼びかけ合います。ラマダン（断食月）の際は、いつも

食べることができない貧しい人の気持ちを思い出すために、みんな一定のルールに従っ

て食事を制限したりします。とても大きな一体感を、文化としてもっているんです。 

日本は「察しと思いやりの文化」とわかこくで教えてもらいました。それはバングラデ

シュ人にとっては、ちょっとやり過ぎなくらい他人の気持ちを考えます。バングラデシ

ュでは「独りぼっちにさせること」が失礼なことになります。でも日本では、相手を思

いやってあえて「独りぼっち」の時間を作ったりします。どちらも相手を「思いやり」

たい気持ちから生まれた行動ですが、ちょっと違いますね。 

 どんな文化も単純に良いとか悪いとかは言えない。でも自分の根っこになっている。

そんな大事な学びをいただけたことが一番の財産になっています。 
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  201９年度活動報告（201９年 4月-20２０年 3月） 
月日 活動内容 参加者数 

4月７日 【多文化共生】住吉公園お花見交流会 １６名 

５月１２日 【多文化共生】大阪市立大学颯和＆AOTS共催・多

文化共生アルティメット＃外国人支援 

４４名 

６月２３日 【多文化共生】たこやきパーティー ＃教育 １７名 

７月１８日 【多文化共生】餃子パーティー １５名 

８月 1０日

―17日 

【海外体験/テレワーク普及】ベトナム・ノマドワー

ク体験ツアー ＃情報化まちづくり 

４名 

８月 2日―

8日 

【海外体験/テレワーク普及】ラオス・ノマドワーク

体験ツアー＃１ ＃情報化まちづくり 

３名 

９月 2日―

７日 

【海外体験/テレワーク普及】ラオス・ノマドワーク

体験ツアー＃２ ＃情報化まちづくり 

５名 

９月２８日 【不登校支援】港区こどもたちの笑顔をつなぐ会共

催「学校に行かないパターン＃６」 

３４名 

９月２９日 【ワークショップ】多文化共生学習会 ＃教育 1３名 

１０月４日 【不登校支援】学校に行かないパターン#5  ３９名 

１１月９日 【体験学習】西成・釜ヶ崎まちあるき １１名 

１１月１４

－１８日 

【海外体験/テレワーク普及】ラオス・ノマドワーク

体験ツアー＃３ ＃情報化まちづくり 

８名 

１２月 2日 【不登校支援】「ボードゲームであそぼう！」 ６名 

１２月２１日 【市民啓発】「異次元交流ライブー多文化共生を考

える―」（大阪市・講演） 

２１名 

 

月日 活動内容 参加者数 

１２月１３日 【交流会】わかこく成果報告会＆忘年会 ２２名 

２月１４日 【多文化共生】バレンタインイベント with せい

がん日本語学校 

３９名 

２月１６日- 

3月 14日 

【海外体験/テレワーク普及】ラオス・ノマドワー

ク体験ツアー＃４ ＃情報化まちづくり 

３名 

 

 

のべ参加者３００名 

 

【参加者の内訳】 

男性１４８名 ： 女性１５２名 

日本人 １３１名 ： 外国人１６９名 

３ 

【活動成果】 

今年度は昨年度に引き続き、海外産業人材育成協会(AOTS) 大阪研修センター

（住吉区）、せいがん日本語学校（住吉区）、その他地区社会福祉協議会との

連携を取りながら、住吉区を中心とした大阪市全域に居住する外国人と日本人

との交流を実現することができた。とりわけ不登校・中退学生当事者、長期ひ

きこもりの若者を外国人との多文化共生活動の主体にすることで、設立以来、

継続している不登校・ひきこもりの社会問題を多文化共生の理念に包摂しなが

ら、総合的な支援を行うことができた。たとえば、国内での活動をきっかけに

海外に関心をもった不登校・ひきこもりの若者がライフ・キャリアプランを見

直す「ノマドワーク体験ツアー」を 5回に渡りのべ 23名参加した事実は、 

新たな若者支援×多文化共生モデルの成果であると考える。 



  



1 

  

仕事創り件数/仕事受注件数 127件 就業人数 

（年齢範囲：15-52歳） 
３１名 

取引協力企業数 ２１社 新規協力企業数 5社 

社会的孤立状態に改善がみ

られた家庭件数（２１名中） 

１３件 仕事創り総額 10,178,683円 

テレワーク/ノマドワーク普及推進 

□ 働き方の多様化に向けて 

 私たちは 2009年以来、情報化まちづくりと国籍を超えた若者の在宅

就業（テレワーク）・ノマドワーク普及の相互作用に取り組んでいます。

何らかの事情から会社への通勤・就労を選択できない日本人・外国人の若

者が、オルタナティブな就業ができるように支援を行っています。 
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今後の課題 

現在、職能開発のための研修体制が不整備なため、新たにテレワーク就業を

検討した若者たちが、自発的に共同学習するための E-ラーニングシステ

ム・オンラインカレッジのシステム構築が急務となっています。 

2020年度は研修体制の確立が求められますが、同時に一方通行の教える―

教えられる関係ではなく、対等なピア・ラーニングの理念を保ちながら実現

する、新しい教育の在り方を創造していく必要があります。 

 ２０１９年度の最大の成果は、多文化共生活動（P３）に参加した学

生・外国人計８が、テレワーク・ノマドワーク型の体験・就業し、多様

な働き方の気づきを得られたことでした。また、ひきこもり状態になり

がちなテレワーク就業者が、逆に多文化共生活動に参加する、という活

動間の円環が生まれたことによる人間関係構築力、心理的安心感を土台

に築きながら、職能開発を自発的学習会によって上乗せして仕事創りを

行うことができました。 

 



  

 日本に来てみて、「ひきこもり」が長く社会問題と

なっていることを知りました。私の個人的な意見です

が、ある人が「ひきこもり」かどうかは全然、問題で

あるとは思いません。自分が納得のいく人生を自己決

定できているかどうか、その選択肢をしっかり理解で

きているか、そのために必要な教育を自分に与えられ

ているか、それこそが大事なことです。インターネッ

トやスマートフォンが普及して、通信販売で家でひき

こもって買い物もできるし、収入も得ることができ

る。そんなこれからの私たちの未来を、わかこくでお

世話になった方々と夜遅くまで語り合っていました。

「ひきこもり」が問題にされた理由は、人々の無理解

と無知にあると思います。 

 中国は激烈な受験競争と超少子高齢化を迎えていき

ます。きっと私がわかこくで学んだことは、もっとも

っと先の中国の未来も見つめているんじゃないかなっ

て思います。 

 

  

 

イーハンさん（中国） 

 NPO法人わかもの国際支援協会の魅力は、

「わかもの」（youth）が主体となって自らをエ

ンパワメント（力づけ）する理念にあると思いま

す。中国もそうですが、「孝」を重んじる東アジ

アの国では、これまで「若者をエンパワメントす

る」必要があるとはなかなか考えられてきません

でした。 

 201９年度のわかこくの理念は「Declare 

Independence」（「自立を宣言せよ」）で

す。これは多文化共生プロジェクトの立ち上げメ

ンバーで決めたと聞きました。この言葉は、私も

大好きなアイスランドの歌手、ビョークの曲名か

ら採用されています。つまり私たち若者が、自ら

を自らエンパワメントする意味が込められていま

す。私はそのお話しを聞いて、自分から自分の人

生を引き受ける責任感がないといけない、と思い

ました。そうしないと、周囲の人々への感謝の気

持ち、自分が望んでいる生き方の選択なんてでき

ないんじゃないかなって思います。たくさんあっ

たインターン先の候補から、わかこくを選択した

理由は「誰かを支援することで自分を支援す

る」、そんなセルフ・エンパワメントの理念に共

感したからでした。 

「自立」とは人生を自己決定できること 



  



  

不登校、ひきこもり、社会的孤立、差別、偏見、外国人問題 

世の中にたくさんある「社会問題」をあらわす言葉から 

僕たちはひとをまなざさない 

わざとらしい居場所作りなんてもってのほか 

ただその人をその人としてみる 

未来への夢だけがパスポート それが RE:CREATION 

ぼくたちはぼくたちを もう一度 創造してみたい 

 

RE:CREATION 
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月 日 活動内容 参加者数 

4月２１日 

 

「こもりすのくるみ（当事者研究会）」 

        ＠大阪 NPOセンター・セミナースペース 

17名 

５月１９日 

 

「こもりすのくるみ（当事者研究会）」＠大阪 NPOセンター・

セミナースペース 

1６名 

６月２３日 

 

「こもりすのくるみ（当事者研究会）」＠大阪 NPOセンター・

セミナースペース 

１０名 

７月２１日 

 

「こもりす」（家族会）＠大阪市ボランティア情報センター ８名 

８月４日 「こもりす」（家族会）＠大阪市ボランティア情報センター ７名 

9月 15日 「こもりす」（家族会）＠大阪市ボランティア情報センター 9名 

10月 20日 

 

「こもりす」（家族会）＠大阪市ボランティア情報センター 11名 

11月 17日 

 

「こもりす」（家族会）＠大阪市ボランティア情報センター 8名 

12月 15日 「こもりす」（家族会）＠住吉コワーキングハウス 6名 

1月 19日 「こもりす」（家族会）＠大阪市ボランティア情報センター 6名 

2月 16日 

 

「こもりす」（家族会）＠大阪市ボランティア情報センター 6名 

3月 16日 「こもりす」（家族会）＠大阪市ボランティア情報センター 13名 

 のべ参加者 117名 

月日 活動内容 参加者数 

5月 12日 「しまりす」（家族会）＠福島区社会福祉協議会 6名 

７月 1４日 「しまりす」（家族会）＠福島区社会福祉協議会 6名 

９月 1日 「しまりす」（家族会）＠福島区社会福祉協議会 6名 

１０月３日 「しまりす」（家族会）＠福島区社会福祉協議会 6名 

12月 8日 「しまりす」（家族会）＠福島区社会福祉協議会 5名 

3月 9日 「しまりす」（家族会）＠福島区社会福祉協議会 6名 

のべ参加者 35名 

「こもりす」「こもりすのくるみ」家族会 

「自分を変える」ことで生活に変化をもたらしていくことを目指

すひきこもりの自助会が「こもりす」家族会です。毎月一回の

会合を通じて、近況を交換しています。 

「しまりす」家族会（with 大阪市福島区社会福祉協議会） 

福島区社会福祉協議会とともに福島区ひきこもり親の会「し

まりす会」を開催しています。2か月月一回の会合を通じて、

近況を交換しています。 
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社会的孤立に悩む家庭 

のべ１５２名にピア・サポートを届けました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年（2019）年 特定非営利活動に係る事業 活動計算書 
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Declare Independence 


