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～フェスタ・ジュリーナna SUACの事例から～
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～The example of Festa Julina na SUAC～
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本稿では2014年度静岡文化芸術大学イベント・シンポジウム開催費の助成を受けて実施した日伯交流イベント、フェスタ・ジュリーナ
na SUACの企画趣旨と実施に到る経緯、当日の実施状況とその意義について報告する。このイベントは、本学に在籍する日系ブラジル人
学生を中心とする学生実行委員会によって実施された。地元のブラジル人学校の生徒たちと本学の学生たちとのダンスによる交流や、ブラ
ジル人音楽家とその生徒たちによるミニコンサート、ブラジルの食文化体験や子ども向けの遊びを通じて、本学学生や浜松及び周辺地域在
住の日本人、そして子どもを含むブラジル人市民との交流の機会となった。さらに本学学生たちによる二言語（ポルトガル語と日本語）で
のキャンパスツアーを通じて、地域のブラジル人に日本の大学を知ってもらうよい機会にもなった。

This paper reports on the Japan-Brazil exchange event ‘Festa Julina na SUAC’, which received the 2014 Shizuoka University of Art and
Culture grant for Events/Symposiums. It explains the aim of the project, the steps taken towards its implementation, the conditions on the
event day, and its overall significance. This event was planned and executed by a Student Executive Committee in which Japanese-descentBrazilian students played leading roles. The event activities included a joint dance presentation by students of a local Brazilian school and
our university students, a mini-concert by a Brazilian musician and his students, food tasting of Brazilian snacks, and games for children.
These activities created the opportunity for a cultural exchange among our university students, Japanese residents who live in Hamamatsu
and nearby areas, and Brazilian families. Another activity prepared by our students was a bilingual（Portuguese and Japanese）campus
tour to show a Japanese university to local Brazilian residents.

１

はじめに

ブラジルでは聖人を祭るフェスタ・ジュニーナ（６月の
祭り）が６月の風物詩となっている1）。破れた麦わら帽子
を被り、チェック柄のシャツやドレスなど田舎風の装束を
身につけ、トウモロコシやココナッツのケーキを食べなが
ら、クワドリーリャというフォークダンス風の踊りを楽し
む。ブラジルでは年中行事のひとつとして行われている。
ブラジル人市民の多い浜松市内でも、ブラジル人学校やカ
トリック教会、外国人学習支援センター等で、毎年フェス
タ・ジュニーナが開催されている。
2014年7月、本学では開学以来初めて、日伯交流を目
的としたイベントとして、2014年度静岡文化芸術大学イ
ベント・シンポジウム開催費の助成を受けて、フェスタ・
ジュリーナ na SUAC（SUACにおける７月の祭り、以
下「フェスタ・ジュリーナ」とする）を実施した。市内の
他団体が開催する類似イベントとの日程重複を避け、６月
ではなく７月に開催することになったため、イベント名称
を「フェスタ・ジュリーナ」とした。本稿はフェスタ・ジュ
リーナの企画趣旨と実施に到る経緯、当日の実施状況を報
告し、その意義について考察することを目的とする。

２

企画趣旨と実施に到る経緯

２－１ 企画の背景と趣旨
2008年のリーマン・ショックに端を発する雇用環境悪
化と2011年の東日本大震災の影響、製造業の海外移転
等の結果、全国統計でみると、日本で暮らすブラジル人の

数は2008年末をピークに十万人以上減少した2）。浜松市
においてもブラジル人の減少は著しく、往時の2万人から
半減し、最近は1万人を下回っている3）。しかしその一方、
在留資格の変化を見ると、永住資格取得者の比率向上が顕
著であり4）、数こそ減ったが定住志向は強まっていること
がうかがえる。
こうした傾向を反映して、大学に進学するブラジル人の
数はまだごくわずかであるが、確実に増加している。本学
でも2015年度現在、4年生に4名、3年生に4名、2年生
に3名、1年生に2名のブラジル人学生が在籍している5）。
2013（平成25）年度に文化・芸術研究センター長特別
研究「多文化環境に生きる子どもの教育達成支援策をめぐ
る研究」（研究代表者：池上重弘）の一環として、本学の
ブラジル人学生たちが、公立小学校に通うブラジル人児童
の家を家庭訪問して実施したヒアリング調査でも、日本の
大学に子どもを進学させたいと願う保護者の声が数多く聞
かれた［池上・上田 2015］。しかし、そうした保護者
たちは日本の大学で学んだ経験はなく、ロールモデルとな
るブラジル人大学生の数も現時点ではまだ極めて限定的で
ある。
そこで、フラジル人にとってなじみが深く、なおかつ子
どもたちが主役となって参加するフェスタ・ジュニーナ（６
月の祭り）になぞらえたイベントを本学で開催することで、
浜松に住むブラジル人の子どもたちとその保護者が本学に
足を運び、本学のブラジル人学生たちと交流する機会を設
けることにした。本学の日本人学生や日本人来場者にとっ
てはブラジル文化の一端を知る機会となるし、ブラジル人
の子どもたちや保護者にとっては、日本の大学に足を運び、
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施設を見学したり、本学の在籍するブラジル人学生たちと
触れ、その経験を聞く絶好の機会となることが期待された。
２－２ 実施に到る経緯
2013年度に「お芝居出前プロジェクト寄せ書き展示」
を実施した「ポンチ・プロジェクト」（ポンチはポルトガ
ル語で橋を意味する）では国際文化学科のブラジル人学生
を中心に学生実行委員会が組織された。また上記のとおり
同年度に特別研究「多文化環境に生きる子どもの教育達成
支援策をめぐる研究」の一環として実施したブラジル人児
童の家庭訪問プロジェクトでも本学のブラジル人学生たち
が訪問調査に携わった。こうした活動に関わったブラジル
人学生たちから、「大学でフェスタ・ジュニーナ（６月の
祭り）をやってみたい」という声が上がった。フェスタ・
ジュニーナは毎年、学校ごと、地域ごとに開催されるイベ
ントで、ブラジルにルーツを持つ学生たちにとっては懐か
しい祭りであった［池上・宮城 2014］。
2014年度の本学のイベント・シンポジウム開催費に申
請するとともに、日伯交流協会（浜松市）との共催の形を
取った。日伯交流協会と本学は、これまでに「日本→ブラ
ジルお芝居出前プロジェクト」（2011年度、2012年度）、
「ブラジルよさこいソーラン」（2012年度）、「お芝居出
前プロジェクト寄せ書き展示」（2013年度）等で連携し
てきた。筆者は日伯交流協会の創設以来アドバイザーを務
めており、今回も同協会が活動の柱として挙げる「スポー
ツ・教育・文化」のうち、「文化」のイベントとして位置
づけられることになった。

写真１

フェスタ・ジュリーナの会場（出会いの広場）

写真３
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教員メンバーとしては、筆者が実施代表者となった他、
国際文化学科のイシカワ エウニセ アケミ准教授（当時）
と、上田ナンシー直美准研究員が関わった。筆者がプロ
ジェクト全体を統括すると同時に、学生実行委員会を監修
した。イシカワ准教授と上田准研究員は、フェスタ・ジュ
リーナのイベント面の監修とともに、ブラジル人コミュニ
ティとの連携の窓口となった。
実際のイベントの企画・運営は学生実行委員会が担う形
を取った。総勢25名の学生実行委員のうちブラジル人学
生は8名で、フェスタ・ジュニーナを知っているブラジル
人学生たちが実行委員会の中で中心的役割を担った。実行
委員会はリーダーのブラジル人学生の下、会計、広報、ダ
ンス、衣装、記録、屋台、装飾、舞台、キャンパスツアー、
展示の各係に分かれて企画と準備を担当した6）。また、学
生たちは共催者である日伯交流協会の例会に出向いて企画
の趣旨と目的を説明し、本学の経費ではカバーできない来
場者の飲食に伴う費用への協力を得た7）。

３

イベント当日の実施状況

本イベントの目的として、次の３点を掲げた。すなわち、
①もっと身近にブラジルの文化を知ってもらうこと、②外
国籍住民、外国にルーツを持つ子どもや親に、日本の大学
を知ってもらうこと、③日本で育った外国にルーツを持つ
SUACの学生の存在、活躍を知ってもらうことである8）。
2014年7月12日（ 土 ）11:00～16:00の イ ベ ン ト
本番に向け、6月中旬から日本語とポルトガル語のバイリ

写真２

写真４

学生実行委員会

クアドリーリャの様子２
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ンガルで表記したA4サイズ両面のチラシを作成し、関係
機関への広報に努めた9）。また、当日の来場者に配布する
B4サイズ両面2つ折りのパンフレットもバイリンガル表
記とした。
メイン会場となった本学の出会いの広場にはブラジルで
のフェスタ・ジュニーナと同様に、原色の旗をモチーフに
した会場装飾が施された（写真１）。ブラジルのフェスタ・
ジュニーナでは、男性はチェック柄のシャツに麦わら帽子、
女性はチェック柄のワンピースに三つ編みといった、田舎
風の装束を身にまとうのが一般的だが、学生実行委員もそ
れに則った服装で参加した（写真２）。
当日は以下の３つのプログラムがメインとなった。第一
は、来場者が一体となって踊り交わすダンスである。午前
の部のクアドリーリャというダンスでは、本学側で招待し
たブラジル人学校エスコーラ・オブジェチーボ・デ・イワ
タ（静岡県磐田市）の生徒たちと学生実行委員会のメンバー
が手をつないだり、輪になったりして、フォークダンスの
ような踊りを楽しんだ（写真３、４）。実行委員会のメン
バーの多くにとってクアドリーリャは初めての経験だった
が、ブラジル人市民によるポルトガル語の司会とブラジル
人学生によって通訳された内容を聞いて、見よう見まねな
がら、笑顔を浮かべて踊り交わしていた。また、午後の部
の最後では、来場者も自由に参加してリボンダンスを行っ
た（写真５）。赤、白、黄色、緑の４色のうちいずれか１
色のリボンを手に持って、一人ずつ反対回りに動きながら、
中央のポールにリボンを巻き付けてゆくダンスで、踊りの
最後には４色のリボンが織りなすポールが出来上がる。言

写真５

写真７

うまでもなく、赤と白は日本の国旗、黄色と緑はブラジル
の国旗のシンボルカラーであり、踊りを通じて日伯交流を
象徴していた（写真６）。
第二は、ウイラプル・プロジェクトによるブラジル音楽
のミニコンサートである。ウイラプル・プロジェクトは浜
松市在住のブラジル人音楽家ナタナエル氏が率いる団体で、
ブラジル人の若者が活動の中心となっている。日本人市民
にも開かれた演奏機会が少ないことから、本学の地域連携
活動の一環として、音楽室でのミニコンサートを開催した
（写真７）。聴衆の多くは出演者の関係者だったが、約50
名がアコースティック音楽やボサノバの演奏に耳を傾けた。
第三は、本学に在籍するブラジル人学生たちの案内によ
るバイリンガル・キャンパスツアーである。本学ではオー
プンキャンパスの折などに受験生を主な対象とするキャン
パスツアーを行っているが、日本語での案内であり、外国
人を対象として想定していない。そこで、ブラジルにルー
ツを持つ子どもやその保護者に日本の大学について理解を
深めてもらうため、イベントに来場したブラジル人を対象
に日本語とポルトガル語の両言語で説明するキャンパスツ
アーを企画した。当日は土曜日で実際の授業や演習の様子
を見学することはできなかったが、図書館・情報センター
や教室を案内し、本学で学んでいるブラジル人学生たちの
生の声で大学での学びや入試について説明すると同時に、
保護者の関心が高い授業料及びその減免制度や分割納入制
度、奨学金についても簡単な説明を行った（写真８、９）。
これらの他に、ブラジルに関する展示と食文化体験ブー
ス、そしてブラジルの遊び体験屋台を用意した。総合演習

リボンダンスの様子１

ウイラプル・プロジェクトのミニコンサート

写真６

写真８

リボンダンスの様子２

バイリンガル・キャンパスツアー（中講義室）
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室を会場にした展示では、イベントの来場者にブラジルや
日伯関係について知ってもらうことを目的に、静岡県が制
作した説明パネルを展示し、会場奥の壁をスクリーンにし
て映像を上映した（写真10）。食文化体験ブースでは、ポ
ン・デ・ケージョ（チーズパン）やコシーニャ（ブラジル
コロッケ）などブラジルの軽食とブラジルを代表する炭酸
飲料であるガラナを無償で提供し ブラジルの食文化の一
端に触れてもらった（写真11）。また、ブラジルの遊び体
験屋台では、目隠しをしてロバの絵の臀部に尻尾をつける
ゲームや、ボードに描かれたピエロの口にボールを投げ入
れるゲームなど、ブラジルの子どもたちになじみの深い遊
びを用意した（写真12）。
当日は晴天に恵まれ、約200人の来場者があった。日
本のメディアでは静岡新聞、中日新聞、ケーブル・ウィン
ディ（浜松ケーブルテレビ）、ポルトガル語メディアでは
IPC、さらに浜松市立高等学校放送部による取材も行われ
た。

生実行委員会の実施報告書（内部資料）に添付された感想
レポートからコメントを引用する形で検証したい。

４

学生実行委員会にとっても、このイベントのようなブラ
ジル文化に接する機会はほぼ初めてであり、新鮮な機会
だったことがわかる。他方で、あるブラジル人学生実行委
員は、以下のように述べて日本人の来場者の多さに驚いて
いた。

フェスタ・ジュリーナの意義

前述のとおり本イベントの目的は、①日本人にブラジル
の文化をもっと知ってもらうこと、②ブラジル籍住民、ブ
ラジルにルーツを持つ子どもや親に、日本の大学、特に静
岡文化芸術大学を知ってもらうこと、③日本で育ったブラ
ジルにルーツを持つ静岡文化芸術大学の学生の存在、活躍
を知ってもらうことであった10）。本イベントを通じてこ
れらの目的を達成することができたかどうか、主として学

写真９

バイリンガル・キャンパスツアー（屋上）

写真11
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ブラジルの食文化体験ブース
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４－１ 日本人にブラジル文化を知ってもらうこと
日本人の学生のコメントに、自身がブラジル文化を知る
契機になったことが次のように記されている。
私は、ブラジル人が多い浜松の大学に通ってはいるも
のの、直接ブラジル人と交流する機会も少なく、ブラ
ジル文化への理解も少なかった。今回のイベントを通
して、ブラジルで食べられている料理やこのお祭り自
体の存在も初めて知った。ブラジル＝サンバというイ
メージがあまりにも強かったため、こうしたお祭りは
新鮮であった一方で、知らないことが少々悔しくも
あった。そのため、ブラジル文化を広め交流する機会
を作る側である一方で、自らも体験して楽しんでいた
という印象も強い。

ブラジルの祭りというのだから、当然ブラジル人の方
が多く来ると思ってのですが、予想以上に日本人の方
もいらしゃって、驚きました。日本人の方にもブラジ

写真10

ブラジルについてのパネル展示（総合演習室）

写真12

ブラジルの遊び体験屋台

大学における日伯交流イベントの可能性

ルの文化をみせることができて、ブラジルのいいとこ
ろを伝えることが出来たと思います。
しかしながら、約200人の来場者のほぼ半数がブラジ
ル人であり、本学の学生をはじめ日本人への広報が不足し
ていた点は否めない。その点を踏まえ、今後の集客につい
て以下のようなコメントもあった。
せっかく地域の方がたくさん来てくださっていたので、
興味本位でもいいから、実行委員以外の本学学生にも
もっと参加してもらえたらいいのになあ、と思いまし
た。国際文化学科以外の学生にとっても、とても有意
義なイベントだと感じています。
（中略）
この短期間で、ミニゲームのブースがあれだけ出来た
のは素晴らしいと思います。子どもたちもとても楽し
そうで、みていて幸せになりました。あそこに、もっ
と地域の子どもたちが増えたら…異文化交流という点
で、もっと素敵だったと思います。次回やる時は、東
小学校などにも声がかけられるといいかも、と思いま
した。
以上のように、日本人にブラジル文化を知ってもらうと
いう目的はおおむね達成できたが、本学の学生たちや隣接
する小学校の児童等にもより積極的な広報を展開すること
によって、たんに「ブラジル文化について知る」というだ
けでなく、もう一歩踏み込んで地元で暮らすブラジル人と
の交流を図る方向も今後の課題として浮かび上がった。
４－２ ブラジル人に静岡文化芸術大学を知ってもらうこと
バイリンガル・キャンパスツアーの参加者は約30名で、
けっして多くはなかった。しかし浜松市内でブラジル人の
子どもたちを対象に学習支援活動を展開しているＮＰＯが
ブラジル人親子に参加を呼びかけてくれたこともあり、比
較的教育に関心の高い親子が参加してくれた。キャンパス
ツアー係の日本人学生は次のように書いていた。
私が担当したキャンパスツアーで、ある家族と話して
いたところ、親が自分の子供を大学に行かせたい現状、
しかし大学についての知識が全くなく戸惑っている現
状など、いろいろな現状が見えてきた。今回の企画の
目的でもあるブラジル人に大学を身近に感じてもらう
ということがいかに今日本に住むブラジル人が必要に
感じているかを知ることができた。
ブラジル人保護者が子どもの大学進学を強く望んでいる
のに対し、子どもたちの日本語能力が追いついていない状
況について、以下のようにコメントした学生もいた。
これからの課題は、今回きてくれた子たちが大学に入
学できるようになるまで、私たちには何ができるかと
いうことだと思います。今回の企画の目的の一つとし
て、海外にルーツを持つ子が大学に触れる機会をもつ
ということがあげられていましたが、その目的は達成
されたと思います。ですが、日本語が話せない子供た

ちがどうやって大学に入学することができるようにな
るのかと、この企画後ずっと考えていますが、答えが
みつかりません。一緒にダンスを踊ってくれた男の子、
日本語が話せないあの男の子のような子供たちが日本
の大学に通うのは簡単なことではないと思います。来
てくれた子供たちが大学に通えるように、大学という
選択肢が将来の中にあるように、そのために私たちは
これからなにをするべきなのだろうかというのが私の
中のこれからの課題だと思います。
案内を担当したブラジル人学生は少し違った角度からコ
メントを記している。
キャンパスツアーをポルトガル語でガイドしました。
ツアー参加者の中のブラジル人の中学生と高校生の子
と大学のお話をすることができました。二人とも、大
学進学ではなく、高校卒業で就職を希望しているそう
なのですが、日本語、ポルトガル語両方がしっかりと
話せる貴重な子なので、少し残念でした。
日本の大学への進学が具体的にイメージできないため、
高校卒業での就職を希望している可能性もありえる。今回
のイベントでのキャンパスツアーのように、日本の大学を
直接知る機会が今後も求められるだろう。
４－３

ブラジルにルーツを持つ大学生の存在を知っても
らうこと
この点は、来場者に直接アンケートをとって客観的な裏
づけをとるべきだったが、オープンスペースでの娯楽性の
高いイベントであるため、来場者アンケートは実施しな
かった。その代わり、以下の日本人学生実行委員のコメン
トを紹介したい。
まずは準備段階について。本番の企画内容はレクリ
エーション屋台、ブラジル料理提供屋台、バンド演奏、
キャンパスツアー、踊りなどがあった。その際にブラ
ジル人の方がご来場されることを見越し、ブラジル人
学生がポルトガル語で通訳したりポルトガル語で案内
を作るなど非常に工夫されていた。日本で成長し、言
語などでつまずいたことがあったであろう彼らならで
はの発想だと感じた。またこのようにポルトガル語で
キャンパスツアーを行い、レクリエーションのルール
表記もポルトガル語と日本語の2言語で表記するなど
は本学ならではの工夫だと感じた。ブラジル人をはじ
めとする外国人が多い浜松市のニーズに応える対応だ
と思う。ブラジル人学生が運営側で活躍することがで
きるのは本学だけではないかとも感じた。
イベントの司会やリボンダンスの進行等で、本学のブラ
ジル人学生がポルトガル語で話す場面も多々あり、ブラジ
ル人来場者には本学のブラジル人学生の存在が十分に伝
わったことと思われる。
４－４ 実行委員会の学生たちにとっての意義
本学で開催されたフェスタ・ジュリーナは、ポルトガル
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このイベントで一番印象が強かったのは、dança da
fita（リボンダンス、筆者注）を終えた後のリーダー
の感動の涙でした。長い時間をかけて準備をして、成
功のために頑張っている姿を見てきた分、感動の大き
さが伝わりました。私の考える大学生のロールモデル
そのものです。自分もいつか何かを成し遂げてみたい
気持ちが深まりました。

語と日本語、そして時として英語が飛び交う多言語空間で
あった。この点について、ある日本人学生は率直な困惑を
以下のように記している。
やはり小学生くらいの子どもたちは日本語が理解する
ことができず、多くの子どもたちはポルトガル語で会
話していた。わたしが実際にレクリエーションの屋台
でゲームの説明をした際にも、日本語を理解してもら
えず非常に困惑した。理解してもらえなかった場合は
ブラジル人学生に助けを求め、ポルトガル語で説明し
てもらった。またはポルトガル語表記のルールを見せ、
ジェスチャーで説明するなど工夫もした。自分の話し
ている言葉が理解してもらえない、また相手が何を話
しているのか理解することができない苦しみを味わっ
た。おそらく、ご来場された多くの大人、または子ど
もが日常生活でこのような状況に遭ったのではないか
と思う。自分が生まれ育った日本で、日本語が通じな
いという経験はこのとき初めて味わった。

ロールモデルとなる同じブラジル人学生の姿に触れて、
「次は自分も」との決意を表明している。フェスタ・ジュ
リーナの開催された2014年7月から1年以上経過した本
稿執筆時点では、この学生はすでに自らのエスニックな背
景を十分に生かした社会的活動を展開している。
また、学生実行委員会に参加した１年生の中国人学生は
参加の契機について以下のように書いている。
はじめにフェスタ・ジュリーナの宣伝を聞いたときに、
面白い企画だなと思ったが、あまり参加しようと思わ
なかった。しかし、一週間後の文化人類学の講義で、
ステージに立ち、プレゼンテーションをしてくれた三
人のブラジル出身の先輩方に目を惹かれた。（中略）
私と同じく外国出身であり、日本の大学で堂々とプレ
ゼンテーションする先輩の姿を見て、日本に移住して
きた外国人の私にとって、すごく大きな励ましとなり、
そして外国籍を持つ学生が日本の大学で頑張っている
ことを一般の方々に知ってもらいたいと思うようにな
り、これが私がフェスタ・ジュリーナに参加しようと
思ったきっかけだった。

一方、外国語を介したコミュニケーションが成立した喜
びを記す学生もいた。
印象的だったのは、自分の英語やポルトガル語が通じ
たことだった。単語や簡単な会話ばかりだったが、相
手とのコミュニケーションをはかることが出来たのは
本当に嬉しかった。
必ずしも言語を介さなくてもコミュニケーションを図る
ことができる点に感銘を覚えた学生もいた。
英語も日本語も通じない小さな子と話すのは初めての
経験でしたので、すごく焦りました。ただ、そんな中
でも、わかる単語を言ってみたり、一緒に笑ったりす
るだけでその場がすごく楽しくなったことに感動を覚
えました。
屋台のゲームに来る子供たちに直接触れた時、ものご
とを伝える手段が「言語」だけではないのだと実感した。
準備の段階で、屋台にポルトガル語話者がいないこと
や自分のポルトガル語力のなさに少々不安を覚えたが、
その必要はまったくなかった。子供たちも、その保護
者も、言語の壁なくこのイベントを楽しんでいってく
れたように思う。
日本人の学生実行委員会の多くにとって今回のイベント
は、イベントの企画立案や実施について学ぶサービスラー
ニングの機会というだけでなく、多言語環境に自らの身を
さらし言葉が通じない状況を経験する機会でもあり、多文
化共生について体験的に学ぶ機会としての教育効果も高い
ことが明らかになった。
最後に指摘したいのは、学生実行委員会のリーダーと
なった学生の存在が、他の外国人学生に大きな刺激を与え
たことである。１年生のブラジル人学生は次のように記し
ている。
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在留外国人が多数在籍する本学において、国籍やエス
ニックな背景が違っても、在留外国人の先輩の姿がロール
モデルとして十分に機能し、後輩の外国人学生たちのエン
パワーメントにつながったことがうかがえる。

５

むすび

今回のフェスタ・ジュリーナは、本学に在籍するブラジ
ル人学生の発案によるイベントである点が大きな特色で
あった。その志に他のブラジル人学生も賛同し、学生実行
委員25名中ブラジル学生が8名を占めた。こうした当事
者学生の深い関与がなければ、大学でブラジルのイベント
を実施することは不可能だったろう。約200名の来場者
のうち、ほぼ半数がブラジル人であった。100名近いブ
ラジル人が本学に集まったのは開学以来初めてである。ブ
ラジル人にとってなじみ深いイベントに合わせて、大学進
学を果たしたロールモデルとなるブラジル人学生たちと直
接触れる機会を設ける点が、市内の類例イベントと異なっ
ていた。外国人の定住化が進み、大学進学を希望する外国
人の子どもや保護者が増加している現況に対して、本学の
独自性を十分に生かした地域貢献ができたことの意味は大
きい。

大学における日伯交流イベントの可能性

注
1）ポルトガル語ではFesta Juninaと表記する。聖ジョアンの日（６月
24日）を中心に、聖アントニオの日（６月13日）と聖ペドロの日（６
月29日）を併せて祝うブラジルの祝祭で、聖ジョアン（火の聖人）
・
聖アントニオ（結婚の聖人）・聖ペドロ（雨の聖人）に感謝する宗教
的意味が根幹にある。
2）法務省入国管理局が毎年6月末と12月末に発表する在留外国人統計
によると、2008年12月末時点で日本で暮らすブラジル人（90日
以上の滞在者で日本での在留資格を有する者）は312,582人だった
が、2014年12月末現在では175,410人に減少している。
3）浜松市の統計によると、2009年3月末に19,461人だったブラジル
人は、2015年3月末には8,706人となっている。
4）法務省入国管理局の在留外国人統計によると、2008年12月末のブ
ラジル人（312,582人）の在留資格のうち「永住」は110,267人
でその比率は35.3％だったが、2014年12月末ではブラジル人の
総数（175,410人）が減少したため「永住」資格を持つ111,077
人の比率は63.3％に上昇した。
5）本学では在留外国人学生を組織的・体系的には把握していない［池
上 2013］。しかし、筆者は2000年の開学以来、2014年度まで、
国際文化学科1年前期の必修科目「文化人類学」を担当していたため、
講義終了時に提出してもらうシャトルペーパー等を通じて、本人か
ら情報提供のあった場合は、学生の国籍や民族的背景を把握するこ
とができた。本稿で紹介している本学のブラジル人学生数はこうし
て把握した数字であり、本人からの情報提供がなく筆者が気付いて
いないブラジル人学生が他にもいる可能性がある点は考慮に入れる
必要がある。
6）音響については、本学の公認サークルのp@tch codeが担当した。
なお、学生実行委員会のほとんどが国際文化学科の学生だったが、
装飾は主としてデザイン学部の学生が担当した。

7）2014年6月13日（金）に浜松市内のホテルで開催された第32回
日伯交流協会例会に実行委員会のブラジル人学生2名が出席し、企画
趣旨を説明した上で協賛金の協力を依頼した。なお、本イベントは
静岡文化芸術大学と日伯交流協会が主催し、静岡県、浜松市、在浜
松ブラジル総領事館、公益財団法人浜松国際交流協会（HICE）が後
援した。さらにパンフレット広告には磐田信用金庫と有限会社セル
ヴィツーアセソリアが協賛した。
8）イベント当日の来場者に配布したパンフレットから引用。
9）チラシはデザイン学部の学生実行委員が作成し、本学の公式HP上で
のイベント紹介欄でもPDFファイルのリンクを付けて広報を展開し
た。HP上での情報提供も日本語とポルトガル語のバイリンガル対応
となっていた。
http://www.suac.ac.jp/news/completion/2014/00432/
10）来場者向けパンフレットでは「外国籍」、「外国」という表現になっ
ていたが、このイベントの外国人来場者はもっぱらブラジル人だっ
たので、ここでは「ブラジル籍」、「ブラジル人」と表現を変更した。
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