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 近年、世界中でグローバル化が進展し、日本国内では少子・高齢化も進行している。そのような中、我が国で

は国際社会で通用する日本人を育てるとともに、国外から社会を支える人材を呼び込むことが急務となっている。 

しかし、我が国の人材育成政策は随所に“分断”が見られ、留学生政策も数値目標の達成に過度に焦点が当てら

れている。今後健全な国家を形成・維持していくためには、日本人・外国人の双方が国際化する社会を支える市民

であることを認識し、総合的な人材育成政策を整備していく必要があると考える。 

そんな中、私が勤務している専門学校では、約 50 名の留学生が在籍している。在籍している留学生たちの母国

はさまざまで、ベトナム、インドネシア、ネパール、バングラディッシュ、スリランカ、ミャンマー、韓国の7 か

国だが、卒業した留学生の母国（タイ、カンボジア、中国）を含めると 10 か国になる。それぞれの国から来た留

学生たちは、まずは、日本語学校に入学し、1～2 年間日本語を学んだ後、専門学校へ入学してきた。 

外国人留学生在籍状況調査によると、2022 年度のデータはまだ出ていないが、2021（令和3）年5 月 1 日

現在の外国人留学生 数は 242,444 人（対前年度比 37,153 人（13.3％）減）だった。留学生数の多い国・地

域は中国 114,255 人（対前年度比 7,590 人減）、ベトナム 49,469 人（対前年度比 12,764 人減）、ネパ

ール 18,825 人（対前年比 5,177 人減）である。留学生数には、新型コロナ ウイルス感染症の影響により、予

定していた時期の渡日ができず、やむなく海外現地でオンライン授業等を受講していた学生も含まれ、全体の 

9.1%（21,945 人）を占め、どの学校においても、2022 年度の入学者数は、減少した。 

遠い母国を離れ、日本に留学してくる学生たちの夢は、日本で働くことである。昨年本校を卒業した留学生も11

名中9 名が、日本のIT 関連の会社に就職し、それぞれの会社で活躍している。日本で就職を考える留学生は、日本

の会社に入社し、安定した収入を得て、母国の両親に恩返ししたいと考えている学生が多い。そんな留学生たちが

安心して学生を送れるように支え、一人ひとりに寄り添った細やかなサポートをしていきたいと思っている。 

岡山の魅力を発信し、留学を希望する学生が岡山の専門学校を選んでもらえるような取り組みを岡山の専門学校

全体で取り組む事業が始まっている。母国にいるうちから岡山について知ってもらい、日本語学校→専門学校→岡

山の企業への就職とエスカレート式で学びと就職の実現ができるといいと思う。 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

「日本における留学生の活躍」 

                               理事 川口 芳子 



 

 

 

 

 

 

 

実施報告  

新型コロナが3 年目となる中、昨年同様、対策を徹底することで例年通り8 月15 日に「平和の鐘を鳴らそう！

in 長泉寺」を約70 名と沢山の方に参加して頂き開催しました。 

今年は2 月24 日にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始

し、未だに紛争が解決していない状況の中で、早期解決を祈って

鐘を突きました。 

ウクライナでは1000 万人以上の民間人が自宅を離れ、多く

の方が国外に避難されており、岡山に本拠地を置く AMDA で

はウクライナ避難者支援のためハンガリー側の国境で活動を開

始。そこに3 月から1 か月活動をされてきた、AMDA 理事の

難波妙さんに「平和の鐘を鳴らそう！ｉｎウクライナ」と題して

避難者支援を通じた「平和の話」をして頂きました。 

ウクライナでは国家総動員令で18～60歳の男性は国外に出

られない為、家族が離れ離れとなっていること、避難者支援で

ロシア人ボランティアも参加しており、平和の願いは同じであ

ることを再確認したことなど現地の写真を紹介しながらお話

して頂きました。 

 今回高校生16 名が司会や「私の平和宣言」朗読などを手

伝ってくれました。また平和の話では活発に質問をして関心の

高さがうかがえました。質問では「自分たちに出来ることは？」

に対して「行くことは難しいが、話を聞く、ウクライナのこと

を思う、家族と話をする、など関心を持つこと」と言われ、こ

れなら自分たちにも出来ると感じてくれたと思います。 

 

参加した高校生が感想を寄せてくれたので以下に紹介します。 

   

平和の鐘を鳴らそうin 長泉寺に参加して 

金光学園高校3 年 

佐藤心南 

私は、昔日本であった戦争、今あるウクライナとロシアの戦争をテレ

ビなどで見て平和になればいいなと思い、「平和の鐘を鳴らそう in 長泉

寺」に参加させていただきました。そして8 月15 日は終戦記念日のた

め、とても平和について考えさせられました。AMDA の方のお話やビデ

オを見て、自分が知らなかった大変なことまで知ることができました。

私は特に避難してきた男の子が紙にパパと書いていた事が心が痛かった

です。ウクライナから出たくても男性は戦争に行かなければならないた

め出られない、家族に会いたくても会うことができない、そういう状況

にあることに驚きました。 

私は戦争を経験したことがありません。ですが、かつて戦争があったことを決して忘れてはいけないし、2 度と

起こしてはいけないと思います。私が今、ウクライナにできることは少ないと思います。ですが自分達にできるこ

とを探して、協力できればと思います。今回は貴重な経験ありがとうございました。 

 

 

「 第 23 回平和の鐘を鳴らそう！in 長泉寺」 

              理事 阿川 信幸 



清心女子高等学校 2 年 

伊賀萌々子 

私は今回、平和の鐘ボランティアに参加できて本当に良かったと思います。私がこのボランティアに参加しよう

と思った理由は、毎年やってくる8 月15 日の終戦記念日を少しでも平和について考える日にしたいと思ったから

です。実際に参加してみて、日本で生活する中で、今の平和な生活が当たり前のようになっていることに気づきま

した。たった77 年しか経っていないのに、平和に暮らせるようになったことはすごいことだと思います。 

しかし、まだまだ世界には戦争が起きて大変な思いをしている人もたくさんいます。第二部での、AMDA の難

波さんの話を聞いて、自分が思っていた以上に悲惨なことがウクライナで起きているのだということを知り、ニュ

ースを見て知っている気持ちになっていただけだということに気づかされました。 

今年はウクライナでロシアによる侵攻が起きている中で、終戦記念日を迎えました。今世界で何が起きているの

か目を向けることや今回の活動を話すことも平和への第一歩になると思います。まずは自分が平和について願い、

考えることから始めていきたいです。 

 

 

 

 

清心女子高等学校2 年 

齋藤世里菜 

今回平和の鐘のイベントに参加したことで自分の経験値がまた一つ上がったように感じました。私は今まで戦争

に関連するイベントに参加したことがありませんでした。しかし、ウクライナの人道危機の最中である今だからこ

そ、戦争についてより関心を持つことが必要だと思い参加しました。実際、AMDAの職員の方のお話を聞いて、ウ

クライナで起こっていることや国内外の避難民、そして彼らを支援する多くの人々について知ることができました。

国民総動員令により、国内に残ることを余儀なくされた父親に会いたいと言っている子供の姿を見たときに、いつ

までこの争いを続け、多くの人が辛い想いをしなければならないのかと感じました。 

また、日本の人々が直接的な支援を行うのは難しいが、AMDA のような NGO 団体の方々が支援を行うために

必要な資金を集めるために、募金活動はこれからも継続していかなければならないと思いました。ウクライナに関

する報道が段々と減りつつある中でも、どのようにしてそのような活動を継続していくかもこれからの課題だと思

いました。これからの世界を担っていく私たち若い世代だから真剣に考えなければいけないと思います。 

 

 

 

清心女子高等学校2 年 

永田莉子 

今回初めて終戦記念日にこのような行事にボランティアとして参加し、新鮮でありながら学ぶことも沢山ありま

した。 

まず、沢山の方が行事に参加してくださったことに驚きました。近隣の住民の方々からメディアの方々まで様々

な人々が集まって平和を祈りながら鳴らした鐘の音は忘れられません。猛暑の中でもこのように沢山の人々が長泉

寺に集ったのは沢山の人々が悲しく辛い過去に思いを馳せ、平和な世界を目指すということに向き合っているとい

うことだと思います。私は昼食の配布をしたのですが、その中でそれを受け取る方々が「ありがとう」と声をかけ

てくださったことがとても嬉しく、平和を願う日にふさわしい暖かい気持ちになりました。 

また、AMDA の方の講演では平和な世界を目指そうと言ってもそれが決して簡単ではないことを学びました。

特に現地まで足を運び活動されていた職員の方でさえも自分の無力さを感じたとお話しされていたことが印象的で

した。世界の平和の為に私ができることとは何かもう一度考え直すきっかけとなる講演でした。このように平和の

鐘を鳴らそうin 長泉寺を通して学んだことをこれからの活動に役立てていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 



                                      清心女子高等学校2 年生 

                                             高祖綾那 

今回「平和の鐘を鳴らそう！in 長泉寺2022」に参加して、私たちの現在

の平和のありがたさと戦争の残酷さ、またこれからもこの気持ちを途絶える

ことなく後世に伝えていき平和な世の中を築いていきたいという想いになり

ました。難波さんの話を聞き、ウクライナの現状を改めて思い知りました。

今私たちにできることを行動として移して行けたらいいなと思いました。 

 

 

 

 

 

                                         清心女子高校２年 

                                             矢吹優花 

今回、国際塾の先生方の紹介で「平和の鐘を鳴らそうin 長泉寺」に

参加することにしました。このような取り組みがあることを知らなか

ったので、たくさんの方が平和を願っていることを知ることができて

参加してよかったと思いました。友人と影で休んでいると、お寺の和

尚さんがやって来られて「戦争はいけん」とおっしゃったのを聞いて、

「そうですよね。だめです。」と言いました。私は戦争を経験したこと

はないし、今まで人から聞いたことしかありません。けれど戦争はや

はりダメだと思います。戦争は政治によって起こりますが、亡くなっ

たり、攻撃を受けるのは政治に関係ない人だと思います。全く関係な

い人たちが無差別に攻撃され、徴兵され、亡くなるのは、平等という言葉からも平和という言葉からも遠いと思い

ます。 

鐘を突く際には、「世界が平和になりますように」と思いながら突きました。それと同時に、私にできることはな

んだろうと考えました。世界が平和になりますように、と思うだけではなく、そのために私には何ができるか？と

考えて行動することが平和に近づく一歩になるのではないかと思います。 

 

 

 

                                        清心女子高校 ３年 

福間 史歩 

戦争と平和について学び、考える良い機会となりました。特に、AMDA の難波先生の講演がとても心に残りま

した。私は、幼いころから戦争について関心があり、毎年原爆の日には黙とうを捧げてきたし、今までテレビや新

聞でたくさんのことを学んできたつもりでした。しかし、今現在、このようなことが現実で起こっているのかと思

うと信じられません。一部の権力者のせいで、戦争を望まない多くの人が、地獄のような経験を味わわなければい

けないことに、強い怒りと悲しみを感じました。一方で、ウクライナを支援するために世界中からボランティアが

集まっていることにとても感動しました。中には、ロシア人のボランティアもいることを知り、やはり、世界中の

人が平和を願っているのだと安心しました。私も、ボランティアに行きたいけれど、まだ高校生なので行くことは

難しいと思います。しかし、難波先生は、まずこの出来事を知って、忘れないでいてほしいと仰いました。ウクラ

イナについて学び、現地の人々を想うことは、今の自分にでもできることだと思います。自分の出来ることから、

支援をしていきたいです。 

このような時だからこそ、戦争と平和について考えることは非常に大切なことだと思います。今回の経験を生か

して、私も学び、考え、平和を願い続けていきたいです。 

 

 

 

 

 



清心女子高校 3 年  

中村遥香 

私は「平和の鐘を鳴らそう in 長泉寺」のボランティアに参加

して、世界の平和に対し深く考えさせられました。ボランティア

活動を通してたくさんの人と関わることができ、とても良い経験

となりました。私は初めて司会進行という役を務めました。今ま

で人前で喋ったり何かをしたりする役は避けてきたのですが、こ

れを機にもっとこういった仕事に挑戦していきたいなと思いま

した。そして何より、AMDA よりお越しいただいた難波妙先生

からの貴重なお話が印象でした。ロシアのウクライナ侵攻のニュ

ースは連日テレビで見ます。それに対して何もすることのできな

い自分に無力感を感じる毎日です。しかし、先生はそういったウ

クライナに対し無関心になるのではなく、思い浮かべ考えること

も大切だと仰っていました。募金や寄付がしたくても何らかの事情でなかなか行動にするのが難しい人も大勢いら

っしゃいます。そういった人たちに伝えたい言葉だと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 年10 月15 日土曜日に島根県大田市にて開催された、中国ブロック・ユネスコ活動研究会（通称中ブロ）に参

加してきました。 

 今年度の中国ブロックESD 活動顕彰では、岡山県からは清心女

子中学校・女子高等学校が表彰され、同校におけるオンラインと対

面とを交えた、カンボジアからの留学生との交流事業を行った成果

について発表されました。 

 会場の大田市には 2007 年に世界遺産に登録された石見銀山が

ありますが、地元の小中学生による地域学習の取り組みの発表や、

観光と教育、文化遺産保護との両立についての取り組みについても

触れられ、今まで全く知らなかった石見銀山について知ることがで

きました。 

さらに途中には地元の劇団・ジュニアミュージカル風花によるミュ

ージカルの公演もあり、会場を魅了しました。中ブロの対面開催は

2019 年度の岡山開催以来、3 年振りでしたが、直接顔合わせて

のディスカッション、情報共有や活動発表の時間が持てたのはここ

最近にはなかった貴重な時間であり、対面開催ならではの醍醐味を実感できました。 

「2022 年度中国ブロック・ユネスコ活動研究会 

in 大田市」 

           青年部 香川生織・井上紘貴 



 また、津山ユネスコ協会や岩国ユネスコ協会からもユース世代が参加

しており、短い時間ながらも交流が図れました。今後は地域でESD や

SDGs に取り組んでいる団体との連携を深めていくほか、次世代の担

い手を育成すべく、青年部のあるユネスコ協会同士で連携して、高校生

や大学生向けのイベントも企画していきたいです。 

来年度の中ブロは山口県岩国市で開催予定で、今から楽しみです。 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

＜編集後記＞ 

海外からの観光客も続々と日本へ入国し始めたり、国内でも旅行や飲食店の割引キャンペーンが行われたり、

コロナ前の生活に徐々に戻り始めていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。しかし、この冬は、インフル

エンザの流行とともに、コロナの第 8 波が来るのではないかと懸念されています。感染者もまだまだ多いので、

皆さまも体調管理には気をつけてお過ごしください。 

 ニュースレターは今回で第 61 号の発行となりました。会員の皆様方には、ユネスコの活動について理解して

いただき、今後のご協力をお願いいたします。 

これからもニュースレターを通して、会員の皆様からのご意見、ご感想をどしどし取り入れていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。連絡はメールでもかまいません。 

                                          理事 川口芳子 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 岡山ユネスコ協会 

               連絡先 

               〒700-0013 

               岡山市北区伊福町4-4-31-202 

TEL: 050-3551-0642 

URL： https://okaunesco.wixsite.com/index 

メールアドレス：okayama@unesco.or.jp      


