シドニーに到着

しく知りたいと考えました。

ラリアはどうなっているのか、詳

﹁やる気応援奨学金﹂リポート

シドニー海外研修プログラム
多文化主義・人権・市民社会

渡航前、メンターと幾度もやり
行い、最後にその結果をプレゼン

私は完全に自信を失っていました。

チや質問の質を問われ、出発時の

治子 （私立浜松日体高校）

前授業と春休みの海外研修を通し

テーションやリポートにまとめま

しかし、オーストラリアに着いた

最上

て多文化主義・人権・市民社会に

した。

法学部政治学科三年

ついて学ぶ専門総合講座です。二

取りをする中で、日本でのリサー

私は法学部のアクティブラーニ

最初の週は、シドニーを一望出来

料館を訪ねたりと渡航前のリサー

私の研究テーマは移民のための

因で病院を利用することをためら

チ漬けの毎日とは打って変わって

〇一四年度はシドニー大学平和紛

プログラムでは、まず秋学期の

うという在留外国人の方々の話を

リラックスした日々で、インタビ

ング海外プログラムという授業の

事前授業で、「先住民の権利」「難民、

聞いて、医療通訳者が普及すれば

ューに向けて心を落ち着けること

るシドニータワーで食事をしたり、

シドニーでの海外研修に参加しま

移民」「ジェンダーと性的多様性」

この問題が解決出来るのではない

が出来ました。

医療通訳でした。日本での調査で

した。先生とほかの受講生と共に

の三グループに分かれ、そこから

かと考えたからです。けれど日本

争解決センター︵ＣＰＡＣＳ︶と

海外研修を行うプログラムですが、

各自テーマを設定し、日本とオー

では医療通訳の認知度は極めて低

一環で、二〇一五年二月一九日か

「やる気応援奨学金」の支給対象

ストラリアでの問題を調べました。

く、そもそも医療通訳という資格

二週目の半ば、いよいよフィー

シドニー大学校内や併設された資

となり、私も「二〇一四年度後期

また春の渡航では、ＣＰＡＣＳの

があるわけでもなく、そのほとん

ルドワークをする時が来ました。

浜松を訪れた際に、言葉の壁が原

やる気応援奨学金一般部門」から

院生がメンターとなってオースト

どがボランティアで行われている

提携して行われました。

奨学金をいただくことが出来まし

ラリアのＮＰＯや政府機関などに

という現状が浮かび上がってきま

緊張のインタビュー

た。

アポイントメントを取り、インタ

最初に訪問したＮＰＯは M u s l i m
といって、
Women’s Association

プログラムの概要

した。そこで移民大国のオースト

ら三月八日までオーストラリアの

はじめに
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Vol.
ビューなどのフィールドワークを

このプログラムは、秋学期の事
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法学部

ムスリム女性による女性支援を行

価値観や宗教的な問題も絡んでい

たちの絵の色が暗い色から明るい

関するサービスを提供しています。

療通訳者になるための方法、医療

ここでは、オーストラリアで医

さいました。部屋から庭へと続く

通訳者の労働条件や医療通訳の利

色へと変わるのよ、と話してくだ

ＣＥＯのマハ・アブドさんは、

スロープや遊具もあり、随所にア

るという記事でした。

ったきっかけは、在留外国人によ
まず自宅職場に併設されたＤＶ被

う団体です。この団体に連絡を取
る現地の医療機関の利用が低いの

た。以前こちらの施設で保護され、 直なところ、英語なので回答をす

用状況について質問しました。正

べて聞き取ることは出来ませんで

ブドさんの工夫が見受けられまし

に案内し

社会復帰し今では一児の母になっ

した。しかし私が理解した限り最

害者をかくまうための施設を特別
てくださ

た女性にもお会いしました。その

らにして勉強する形、もう一つは

いました。

アブドさんによると、ムスリム

医療系の大学が医療通訳者になる

初の質問に関しては少なくとも二

無機質な

女性は宗教上の理由から女性医師

ための授業を開講し、それを受講

女性が当時のことを思い出し、涙

所ではな

の診察を望んでおり、また宗教や

する形です。

部屋に入

く、普通

語学の問題のみならず、健康に関

二番目の質問への答えは私の予

つの方法がありました。一つは

の家と何

する知識が乏しい故に医療機関を

想に反するものでした。それはオ

する場面もあり、アブドさんの活

ら変わら

利用しないケースもあるそうです。

ーストラリアでさえ、医療通訳者

ると、想

ないリビ

そこで近年在留外国人に対して乳

の給料は内容と見合っていないと

動がいかに多くの女性を救ってき

ングがあ

ガン予防を呼び掛ける活動を行っ

いうことです。またＴＩＳといビ

像してい

りました。

ているそうです。限られた時間の

スの利用率が低いことも分かりま

というインターネット
E-learning
授業を受けることで自宅にいなが

壁には子

中で、とても内容の濃いインタビ

した。医師側の理由として、診察

たのかがうかがわれました。

供が描い

ューとなりました。
次に私が訪問した場所は、

の代金を支払う必要がある、利用

た。一方患者は診察代に加え余分

以外に医療通訳者を手配する時間

られ、ア

です。こちらは地域の健康
Service
センターで、在留外国人に健康に

M ulticultural Health

ブドさん
が入居前
と入居後
では子供

の
D is trict

Southeastern Sydney Local Health を要する、患者の診察を出来る限
り遅らせたくないということでし

た絵が貼

たような

は単に語学の問題だけではなく、

のインタビュー
Southeastern Sydney Local Health District
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ーの問題もありました。更に運営

に見られたくないなどプライバシ

テなど個人情報を医師以外の他人

するのが恥ずかしい、自分のカル

ニスタン難民の方々からお話を伺

だきながら、スリランカやアフガ

しました。スリランカ料理をいた

支援グループのパーティーに参加

行き、ブルー・マウンテンズ難民

経験しました。

はとても大事であると身をもって

の文化や宗教を学ぼうとする姿勢

ジはほんの一部でしかなく、ほか

私たちの抱くイスラム教のイメー

に来た私たちを喜んでくれました。

ンでした。皆が、それぞれのイン

ＣＰＡＣＳでのプレゼンテーショ

こうした二週間半の総まとめが

する際に使われるＤＶＤやキャン

チのために、と医療通訳者を育成

担当のペリーさんは私のリサー

クを案内し、イスラム教の基本原

ませんでしたが、信者の方がモス

ず、スカーフで顔を覆うこともし

学に行きました。見学の予約もせ

つかのシャンデリアにエミューの

ポスタープレゼンテーション

マルディ・グラ・パレード

最後のプレゼンテーションと

する立場から、患者と医療通訳者
いました。これまでの過酷な体験

シドニー滞在の最後の週にはオ

のマッチアップが難しいこと、そ

付かないということを伺いました。
を見渡すと、欧米人の歩く姿はな

に心が痛みましたが、真摯に受け

ただ Skype
や電話ならＴＩＳは無
料で利用出来るので、ここのヘル

く中東やアジア、アフリカ系の姿

して地域のエスニックグループは

スコミュニティーセンターを始め、

を多く目にし、どこか別の国に行

止めることが出来ました。

滞在中にインタビューした別の団

ったかのような錯覚に陥りました。

絶えず変化するのでニーズに追い

体もこのサービスを利用していま

私たちは、近くにあるモスクの見

ペーンのポスターなども提供して

理を始め、礼拝の仕方などを教え

ーバンという町へ行きました。町

した。

くださり、とても親切な方でした。

てくださいました。特に印象的だ

こうした自分で企画するフィー

卵がくもの巣よけとして置かれて

ったのは、天井からつるされた幾

ルドワーク以外にも、シドニーで

いたことでした。信者の方は、突

移民・難民の方々との出会い

は「移民・難民」について考える

Ｓでイスラム教のイメージが悪く

然の訪問にもかかわらず、ＩＳＩ

第二週の週末には一泊二日で世

なっている中、偏見を持たず見学

機会が幾つもありました。
界遺産のブルー・マウンテンズに
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を行っているので、自信を持って

サーチをして実際にインタビュー

十分とは言えませんでしたが、リ

か試行錯誤しました。準備時間が

ことをいかに一〇分間に盛り込む

タビュー先で感じたこと、学んだ

験でした。

面を見ることはとても意義深い経

現在の生き生きとした姿の二つの

までのつらい経験を知ると共に、

ル・マイノリティーの方々のこれ

判の声もありますが、セクシュア

ーテインメント化しているとの批

して、この報告書には書ききれな

思います。このプログラムに参加

ム、環境作りを考えていきたいと

にも受け入れられるようなシステ

えて、医療通訳に関して日本社会

げます。

方、メンターのベンに御礼申し上

親、プログラムにかかわった先生

だきました。この場を借りて、両

いほどの貴重な経験をさせていた

おわりに

もので、歴史的にも大変意義のあ

めのデモをしたことから始まった

ィーの方々が自身の権利向上のた

などのセクシュアル・マイノリテ

きました。元はゲイやレズビアン

るマルディ・グラ・パレードに行

う感覚を持っているでしょうか。

日本が国際社会のメンバーだとい

確認しました。けれど、日本人は

なのだという当たり前のことを再

そして日本は世界の中の一つの国

なことで笑い、驚き、涙すること、

肌の色や言葉が違えど、同じよう

ホストファミリーとの集合写真

発表することが出来、非常に議論
も盛り上がりました。
そしてこのプレゼンテーション

るパレードです。レズビアンのバ

日本で国際ニュースがあまり報道

このプログラムで、文化や宗教、

イク集団からパレードは始まり、

されないこと、そして日本の難民

後、シドニーの一大イベントであ

夜の八時から一一時まで、セクシ

また、フィールドワークで、移

認定者数の低さはその答えを示し

カンタス航空とあらゆる団体のき

民大国のオーストラリアでさえ医

ュアル・マイノリティーを支援す

らびやかな山車が練り歩きます。

療通訳という分野は、まだまだ課

ていると思います。

私も含め、皆が少しでもよく見え

題が残っていることが分かりまし

る団体から、警察官、学校の先生、

るよう一つ一〇㌦もするプラスチ

た。
更にはその先の将来の日本を見据

二〇二〇年の東京オリンピック、

ックの椅子を買って上に乗りパレ
ードを楽しみました。一部ではマ
ルディ・グラ・パレードはエンタ
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