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さんぐりあとは、赤ワインにいろいろな果実を漬け込んでつくる飲み物です。これを世界にたとえ、さまざまな果実（人々）の個性を損なわず、素晴らしいハーモニーが奏でられるようにと願いを込めて、名付けられました。

名古屋ＮＧＯセンターの主な活動
地域及び全国的ＮＧＯの
ネットワーク作り
ＮＧＯスタッフやボランティアの
ためのセミナー実施
一般市民へのＮＧＯ情報の発信
地球市民教育のためのセミナー、
フォーラム等の実施
自治体、及び関係機関への
提言・協力活動

（年4回発行）
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特 集

時は1900年代、世界中が戦火の緋色に染まり、日本もその戦
火の中へ突入した時代。戦争や不況により国が疲弊していた頃、
日本はその解決策として国民を海外へ移住させる政策を取り、
日本人は世界各地へと移り住みました。今回の特集では、この
政策によりブラジル、アルゼンチン、ドミニカ共和国、樺太、満州
へ渡った日本人にスポットを当て、「海を渡った日本人」のこれま
でといまを追いかけます。
下図の年表は、日本の近現代史と日本人移民の歩みです。こ
れを見ると、西南戦争で土地が荒廃したために九州を中心に海

外移民が始まり、戦争における移民受入国との関係の悪化によ
り他の移住地への移民に転換したり、南樺太や満州という領土
を手に入れたため植民政策として移民を送り出すなど、日本と
国際社会のできごとと移民の歴史は、密接にかかわっているこ
とがわかります。
こうして移住した日本人たちは、移住地に根を張った方もい
れば、世代を越えて二世、三世となって再び日本で暮らしている
方もいます。この激動の時代に海を渡った日本人たちのそれぞ
れの人生、思いに触れてみたいと思います。

時を越え、海を渡った日本人
ブラジル、アルゼンチン、ドミニカ共和国、樺太、満州

―戦時下の日本人移民のこれまでといま

■日本の近現代史と日本人移民の歩み

1877年
1885年

1894年
1904年
1905年
1907年
1908年

1918年
1923年
1924年
1927年
1929年
1932年
1934年
1936年

1937年
1939年
1945年

1952年
1956年
1972年
1981年
1986年
1990年
2008年
2009年

ハワイ移民開始（官約移民の開始）
→北米、南米、東南アジア、オーストラリア、南洋諸島、朝鮮、台湾などへの移民順次開始

樺太移民開始（樺太庁発足）　
日米紳士協定締結（米国への日本人移民の自主規制を約束）
ブラジル・アルゼンチン移民開始

米国・排日移民法施行（米国への日本人移民の禁止）

ブラジル・外国移民二分制限法（ブラジルへの日本人移民の制限）
パラグアイ移民開始
満州移民開始（広田内閣「満州開拓移民推進計画」決議）

日本植民地・占領地の日本人引揚開始

海外移民再開
ドミニカ移民開始
中国残留邦人の帰国盛んに
厚生省による中国残留孤児訪日調査開始

入管法改正（日系三世までに、就労制限のない在留資格「定住者」を付与）

日系人帰国支援事業開始
（～2010年　日系人の3年間の定住資格での再入国禁止を条件に帰国費用を支給）

西南戦争（地方農村の荒廃、経済混乱、人口問題の発生）

日清戦争（～1895年）
日露戦争（～1905年）
→ポーツマス条約締結（南樺太を日本領に）

米騒動（富山県より各地に波及）
関東大震災
　
金融恐慌
世界恐慌
満州建国

日中戦争（～1945年）
第二次世界大戦（～1945年）
満州国崩壊
終戦→サンフランシスコ平和条約締結
（南樺太・北方領・朝鮮・台湾・南洋諸島に対する権利放棄）

日中国交正常化

バブル景気（～1991年）
（労働力不足により外国人労働者の活用が検討される）
リーマン・ショック
（企業のコスト削減策の結果、非正規雇用労働者を
中心に雇用状況が急激に悪化）

年号 近現代史 日本人移民の歩み

※各国の「移民開始年」は、国策としての移民開始時であり、それ以前にも個人的な自由移民は行われています。

・海外移住と文化の交流センター　兵庫県神戸市中央区山本通3-19-8 電話：078-272-2362　
・平和祈念展示資料館　東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル 48階　電話：03-5323-8709　
・舞鶴引揚記念館　京都府舞鶴市字平1584引揚記念公園内　電話：0773-68-0836
・満蒙開拓平和記念館　長野県下伊那郡阿智村駒場711-10　電話：0265-43-5580　

■国策移民・引揚に関する施設
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【ヴィルジニアさん】
富山県に生まれた祖父は21歳の頃、家族での移住が決まって
いた祖母と形式上婚姻し、ブラジルへ渡りました。当時の国策移
民は家族単位に限定されていたため、このように形式上夫婦に
なる人も多かったそうですが、移住後祖父母は本当の夫婦にな
りました。第二次世界大戦で連合側であったブラジルは日本との
国交を断絶したため、終戦時も日本語の情報が入らず、ポルトガ
ル語を解さない日本人は、日本は勝ったと信じる「勝ち組」、負け
たことを知る「負け組」に二分しました。祖父は正しい情報を知る
少数派の「負け組」だったため、私の父は少年時代、「非国民の
子」として非難されてしまいました。
当時日本人は日本人同士でかたまり、ブラジル人との関わりは
ほとんどありませんでしたが、その後父は農業に加えてファスト
フード店を営みブラジル人のお客さんとの交流もあったため、私
たちの家庭は日本とブラジル双方の文化が入り混じっていました。
1990年、バブル経済に伴い日本の入管法が改正され、日系人
を多く受入れ始めた頃、私たち一家も日本へデカセギに来ました。
私は工場労働に始まり、様々な職を経験しましたが、ステファニ・
レナト神父が繋いでくれたご縁で通訳の仕事を始め、今の職に
至ります。2008年のリーマン・ショック以降、職を失った日系ブラ
ジル人は帰国したり、職を求めて日本国内を転 と々する人が急増
したことにより、コミュニティが崩壊し、地域への愛着がますます
薄くなっているという問題がみられます。弱い立場の者が調整弁
として利用されることによる悲劇の繰り返しは、どこかで断ち切ら
れなければならないと思います。

【カーリンさん】
私たちの世代は、親世代の職業がほぼ工場労働か通訳に限
られており、多様な将来を描くことが困難な状況にあります。
2013年、「Pas à Pas（パザバ）」という多国籍青年によるネット
ワークを立ち上げ、様々な職業に就いた多国籍青年の先輩の話
を聞いたり、自分たちの抱える課題を話し合うなど、二か国の架
け橋となる人材になることを目指して活動をしています。

http://blog.canpan.info/mrc-t/
関係機関・団体等へのサポートを通じて、東海地域の多文化共生社
会の実現に貢献することを目的とした、全国で唯一の多文化共生分
野の中間支援組織。

多文化共生リソースセンター東海

http://youth-conpeitou.blogspot.jp/
外国にルーツをもつ東海３県（岐阜、三重、愛知）で育った若者・ユー
ス世代が中心となり設立されたNPO。外国人の子どもたちが活躍で
きる社会をめざし、地域社会の活性化や住みよいまちづくりに寄与す
る活動を行う。

Mixed Roots ×ユース×ネット★こんぺいとう

https://www.facebook.com/pasapas0608
日本生まれ、日本育ちの多国籍青年たちによるネットワーク。日本と
ルーツを持つ国の架け橋になることを目指し、法律や経済などの勉強
会を行う。

Pas à Pas ～多国籍青年ネットワーク～

時代に翻弄されない、自分の未来を描いて
大島ヴィルジニア ユミさん（愛知県小牧市在住）
日系三世、犬山市外国人相談窓口相談員、多文化共生リソースセンター東海理事、
Mixed Roots ×ユース×ネット★ こんぺいとう理事　

大島カーリンさん
日系四世、名城大学法学部2年、Pas à Pas多国籍青年ネットワーク代表

【ブラジル】

1939年 ……………
1940年 ……………
1971年 ……………
1991年～ …………
1994年 ……………
2008年～ …………

祖父21歳、祖母20歳の時、ブラジルへ移住
父出生
ヴィルジニアさん出生
デカセギ※ のため家族で来日
カーリンさん出生
現職

略 史

※デカセギ＝dekassegui（ポルトガル語）。日本への移民労働者を意味する。

■各移住地への日本人移民の概数
出典： ・全国樺太連盟『樺太沿革・行政史』1978年

・外務省移民局『海外移住統計』1964年
・在サンパウロ日本国総領事館ホームページ　
  http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/indexjp.htm
・国際協力事業団『海外移住統計　昭和27年度～平成5年度』1994年
・今野 敏彦・高橋 幸春 明石書店『ドミニカ移民は棄民だった―戦後日系移民の軌跡』1993年

樺太
満州
ブラジル
アルゼンチン
ドミニカ共和国

1907～1941年
1932～1945年
1908～1941年、 1954～1961年
1908～1941年、 1954～1961年
1956～1959年

40万人
27万人
11万人
3,300人
1,300人

地　域 時　期 数

左：カーリンさん、右：ヴィルジニアさん
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岩手県の曹洞宗のお寺に生まれた私は小学校低学年の時、
住職であった父の布教活動について当時日本の領土であった
南樺太へ渡り、子どものない夫妻の養女になりました。その後、
富山県から樺太庁警察部の公募に応募して樺太へやって来た
夫と結婚しました。1945年8月15日、玉音放送で戦争が終わっ
たことを聞きましたが、ソ連は日ソ中立条約を破り、南樺太に侵
攻してきました。樺太にいた日本人には女性・子どもから先に引
揚げるよう命令がくだり、私も長男と共に養父母の実家の青森
に引き揚げました。養父母からの手紙で、警察官であった夫はソ
連軍の捕虜になったと知りました。私はいてもたってもいられな
くなり、密航船で再び樺太へ渡りました。夫はシベリアへ送られ、
既に樺太にはおりませんでした。　　
1946年養父母と共に再び青森へ引き揚げ、夫の帰りを待っ
ていました。夫は1949年にようやく引揚げを果たし、その後一緒
に北海道へ移り、雑貨店を営みました。夫は5年近くに渡る抑留

生活ですっかり身体が弱り、様々な病気と付き合いながらの生
涯でした。
私の姉は、引揚船で小樽に引き揚げてくる途中、ソ連の潜水
艦に攻撃され命を落としました（三船殉難事件）。降伏している
日本の民間人に対してなんてむごいことを、と思います。しかし、
私が密航船で再び樺太へ渡った時、大しけの海の中をソ連人
が助けてくれて何とか無事に樺太へ辿り着くができたのでした。
ソ連軍が進駐した後も樺太に残っていた私の友人も、ソ連軍の
攻撃で恐ろしい目にも遭ったけれども、ソ連軍将校の家庭で黒
パンやピロシキをご馳走になったり、お互いにことばを覚えて交
流するなど楽しい記憶も多いと話していました。夫や姉のことを
思うと複雑な心境ですし、戦争という悲劇は繰り返されてはなり
ませんが、このような人と人としての温かい交流があったことも
また、忘れてはいけないことですね。

（担当者松田の祖母。手記をもとに）

　山口県に生まれた母が8歳の頃、家族でドミ
ニカ行きの船に乗りました。祖父がビルマ（現
ミャンマー）の戦地から引揚げてきた時、徴兵
前に勤めていた工場は閉鎖されていました。や
むなく農家の親戚の手伝いをしていましたが、
4人の子どもを養うには全く収入が足りません
でした。そんな時、祖父は新聞で「カリブの楽
園に、肥沃な土地の無償譲渡」というドミニカ
移民の募集広告を見て、これしかないという思
いで申し込みました。しかし、祖父母が降り
立った移住地で与えられたのは、とても農業な

玉音放送とともに始まった私たちの波乱
故・松田リョウさん（生前 北海道札幌市在住）
樺太引揚者

【樺太 （現在のサハリン）】

1932年 ……………
1945年 ……………
1949年 ……………
1951年 ……………
1982年 ……………
2013年 ……………

小学校低学年の時、樺太へ移住
青森へ引揚、夫・松作シベリア抑留
夫、舞鶴港へ引揚
北海道へ移住
夫死去
死去

略 史

1958年 ……………

1987年 ……………
2010年 ～ …………

母8歳の時、
家族でドミニカへ移住
タニアさん出生
現職

略 史

地球の裏側で守り続けた、おばあちゃんの国の文化
向井タニアさん（ドミニカ共和国・サントドミンゴ市在住）
日系二世
在ドミニカ共和国日本国大使館領事部

【ドミニカ共和国】
どできないような荒れ果てた土地でした。その後まだ農業が可
能な土地に移り、何とか生活が軌道に乗ってきた1961年頃、再
び悲劇が起こりました。日系移民を受け入れたトルヒージョ大
統領が暗殺され、政情不安と日本人排斥が始まったのです。ド
ミニカ人から見れば「日本人＝自分たちの土地を奪い取った人
達」だったので、報復とばかりに日本人の畑を荒らしたり、井戸
や小屋を壊しました。この時祖父母たちは日本からもドミニカか
らも棄てられたと感じたそうです。それから各地で再移住・帰国
の運動が起こり、1961～63年にかけて多くの日本人が国費で
帰国、南米へ再移住し、ドミニカに残ったのは私の祖父母を含
む50数家族となりました。祖父は全ての持ち物を売り払い「ドミ
ニカで一旗揚げる」と言って日本を出てきたので、帰るに帰れま
せんでした。また、ブラジルなど他の移住地に行っても状況は変

わらないと思い、ドミニカに根を張り頑張ることを決めたのだそ
うです。
その後、長い年月をかけて向井家もドミニカ社会に馴染みま
した。日本人移民も混血が進み、家族の会話もスペイン語という
家庭も多く、「日系」であることの個性は失われつつあります。私
はおばあちゃんと話したかったので、家族とは日本語で会話し
たり、日本の親戚と文通するなどして日本語や日本文化を大切
にしてきました。今の日本国大使館の仕事では、ドミニカの皆さ
んにも日本の素晴らしさを感じてもらいたいと願いつつ、日本渡
航に際して日本での生活や入管法についての説明、観光地情
報の提供などを行っています。仕事を通じて日本とドミニカの架
け橋になることができ、とてもやりがいを感じています。これから
も、日本人魂とドミニカンスピリットで頑張っていきたいです。
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長野県に生まれた祖父は、満蒙開拓団の警備指導員として
家族で満州へ渡りました。1936年、政府は満州移民を国策とし、
広大な土地の地主になれると宣伝して開拓団員を募集しました。
とりわけ長野県は開拓団最大の送り出し県でした。県の主要産
業であった養蚕業が衰退し、村々は窮状を打開するため、開拓
団を送り出した村に支給される補助金目当てに無理やり村民を
かき集めたのです。
日本人が入植した土地の多くは現地の人たちから奪ったもの
でした。また、開拓団はソ連に対する「人の楯」でもあり、1945年
8月9日にソ連軍が侵攻してきた時も攻撃の矢面に立たされまし
た。恐怖と飢えと疲労の逃避行の中で、親と死別したりはぐれて
しまった子どもたちを、中国人が引き取って育てました。それが
中国残留孤児です。生まれて間もなかった私の父も、病死直前
の祖母により中国人の王さんに預けられ、中国人として育てら
れました。私も中国人の「王栄」として育ちましたが、どこからか
その出自が噂となり、私の耳にも入りました。当時の中国は文化
大革命の渦中にあり、日本の血を引く者の多くは敵対視され、学
校でも職場でも逆風に遭いました。
1949年の新中国成立からは日中の国交が断絶し、人の往来

どころか文通もままならない状態が続いていましたが、1972年
の日中国交正常化を機に多くの残留邦人が日本に帰国するよ
うになりました。その頃、私の母が病死したこともあり、父は子ど
もたちのために少しでも望みの多い日本へ、と私たちを連れて日
本へ「帰国」しました。
帰国といっても、家族はみな日本の言葉も習慣も全くわかりま
せんでした。日本人としてやっていこうと心に決めて来日したの
ですが、周りはそうは見てくれませんでした。私は働きながら必
死で日本語を覚え、中国残留孤児・帰国者の同胞の支援を行っ
てきました。
いま日本で暮らす中国帰国者は、高齢化した一世の介護とい
う現実に直面しています。言葉や生活習慣などの問題もあり日
本の介護施設への入所も困難です。昨年設立した東海外国人
生活サポートセンターでも、二世や三世に呼びかけて、この課題
に取り組んでいこうと考えています。

満蒙開拓移民から「日系中国人」となって
木下貴雄（王栄）さん （愛知県名古屋市在住）
中国帰国者二世、東海外国人生活サポートセンター代表

【満州 （現在の中国東北部）】

1942年 ……………
1945年 ……………
1964年 ……………
1982年 ……………
1985年～ …………

祖父40歳の時、家族で満州へ移住
父出生間もなく、中国人夫婦の養子に
貴雄さん出生
家族で来日
「日中友好手をつなぐ会」等で中国残留孤児・
帰国者の支援活動を行う

略 史

http://kibou2013.web.fc2.com/
日本で暮らす外国人が安心して希望を持って暮らせるような社会を目指して、
あいち医療通訳システムの中国語通訳者が中心となって設立された団体。

東海外国人生活サポートセンター　

どできないような荒れ果てた土地でした。その後まだ農業が可
能な土地に移り、何とか生活が軌道に乗ってきた1961年頃、再
び悲劇が起こりました。日系移民を受け入れたトルヒージョ大
統領が暗殺され、政情不安と日本人排斥が始まったのです。ド
ミニカ人から見れば「日本人＝自分たちの土地を奪い取った人
達」だったので、報復とばかりに日本人の畑を荒らしたり、井戸
や小屋を壊しました。この時祖父母たちは日本からもドミニカか
らも棄てられたと感じたそうです。それから各地で再移住・帰国
の運動が起こり、1961～63年にかけて多くの日本人が国費で
帰国、南米へ再移住し、ドミニカに残ったのは私の祖父母を含
む50数家族となりました。祖父は全ての持ち物を売り払い「ドミ
ニカで一旗揚げる」と言って日本を出てきたので、帰るに帰れま
せんでした。また、ブラジルなど他の移住地に行っても状況は変

わらないと思い、ドミニカに根を張り頑張ることを決めたのだそ
うです。
その後、長い年月をかけて向井家もドミニカ社会に馴染みま
した。日本人移民も混血が進み、家族の会話もスペイン語という
家庭も多く、「日系」であることの個性は失われつつあります。私
はおばあちゃんと話したかったので、家族とは日本語で会話し
たり、日本の親戚と文通するなどして日本語や日本文化を大切
にしてきました。今の日本国大使館の仕事では、ドミニカの皆さ
んにも日本の素晴らしさを感じてもらいたいと願いつつ、日本渡
航に際して日本での生活や入管法についての説明、観光地情
報の提供などを行っています。仕事を通じて日本とドミニカの架
け橋になることができ、とてもやりがいを感じています。これから
も、日本人魂とドミニカンスピリットで頑張っていきたいです。
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時を越え、海を渡った日本人

和歌山県に生まれた母は10歳の頃、神戸港から9家族でパラ
グアイ行きの船に乗りました。日本人移住地のラ・コルメナに移
住し綿花栽培で生計を立てていましたが、虫害もひどく綿花は
安く買い叩かれ、生活は厳しいものでした。一方で、日本は戦争
の真っ只中。母は「日本で戦禍に遭った人に比べれば、私たちの
苦労は大したことではない」と言っていました。
私が7歳の頃、一家でアルゼンチンに移住しました。アルゼン
チンの日系社会は、ブラジルやペルーなどの厳しい環境から新
天地を求めてやって来た他国からの転住者が多くを占めていま
す。アルゼンチンでは日系人の多くはクリーニング業や花卉栽培
で生計を立てており、私の家もクリーニング屋を営んでいました。
当時は東洋人に対する差別もあり、私も日本人の顔をして生
まれたことを恨めしく思っていました。高校生になり、バレーボー
ル部で日本人コーチの通訳を務めたことがありました。その時、
日本語力の不十分さを痛感し、日本への語学留学を決めました。

日本でのバレーチームでの活動やアルバイトを通して日本人の
几帳面さ、和を尊び裏方に回ることも厭わない姿勢などに感銘
を受け、コンプレックスに思っていた「日系人」であることを誇り
に思えるようになりました。
今の勤務先である日亜学院でも2年に一度訪日ツアーを開催

しています。やはり百聞は一見に如かず。今のアルゼンチン日系
社会は日本語話者も少なく、日本文化が薄れているというのが
現状ですが、このツアーに参加したことがきっかけで日本文化
に関心を持ったり、日本にルーツがあることを誇りに思ってもら
えたら嬉しいですね。

私が愛知県へやってきて5年が経ちます。北海道で生まれ、千葉で
育った私には、地下鉄でポルトガル語が流れ、南米文化が身近にある
環境がとても新鮮でした。「日系ブラジル人」の方にも愛知で初めて出
会いました。それで、地球の裏側へ渡った日本人のことが気になって仕
方がなくなり、昨夏ドミニカ共和国を訪れ、日系移民の方々のお話を聞
いて回りました。それぞれの人生と共に、当時の日本の状況や国策移民
のことを知るうち、記憶の隅に仕舞い込まれていた「うちのじいちゃん
ばあちゃんは樺太から引き揚げてきた」という事実が、急に現実味を帯
びて浮かび上がってきたのです。
私の祖父母は既に他界していますが、遺品の中から大切に保管され

た祖母の樺太での記憶を綴った手記や樺太時代の写真、樺太に関す
る新聞記事のスクラップなどが出てきました。祖母にとって、樺太で過
ごした時間がいかに大切なものであったのかがわかります。ドミニカで
訪ね回った日系移民の皆さんも、伝えたいことがあふれていました。こ
の時代に海を渡った日本人の人生をもっと知りたい、皆さんの記憶を、
あふれる思いを伝えたい。それが、この特集を組んだきっかけでした。
こうしてさまざまな背景により、さまざまな土地へ渡った日本人の

方々の体験を聞くと、私たちが普段触れている報道や記述だけではわ

からないことが見えてきます。南樺太へ進駐して日本人に暴虐の限りを
尽くしたと言われているソ連兵の家族と日本人の温かな交流、自分た
ちの土地を奪った敵国の子どもを我が子として育ててくれた中国人養
親と残留孤児の絆。いま起きている国同士の問題を考えるとき、私たち
日本人は一方で被害者でありながら一方で加害者であったということ、
国同士の史実だけでなくこうした一人間同士としての交流があったこ
となど、多様な角度の背景を認識すると、ひとつの出来事に対して一元
的ではない見方ができるようになると思うのです。
海を渡った日本人たちの歩みは、時を越え、いまの私たちにつながっ

ています。彼らの歩みは、私たちがこれからを考えるときに、多くの視点
をもたらしてくれるでしょう。

日本にルーツを持つことの素晴らしさを伝えたい
三井デリアさん（アルゼンチン・ブエノスアイレス市在住）
日系二世、ブエノスアイレス日亜学院　文化センター長

【アルゼンチン】

1941年 …………………
1958年 …………………
1965年 …………………
1977年～1980年 ……
1989年～1990年 ……
1980年～ ………………
2010年～ ………………

母10歳の時、家族でパラグアイへ移住
デリアさん出生
アルゼンチンへ移住
語学留学のため来日
デカセギのため来日
日亜学院小学部勤務
現職

略 史

※デカセギ＝dekasegi（スペイン語）ポルトガル語のdekasseguiと同義。

幼稚部・小学部・中高等部を擁する、スペイン語・日本語・英語をカリキュラ
ムに導入した私立学校（ブエノスアイレス市教育省認可）。併設の文化セン
ターでは、平日の夜間・土曜日に日本語講座・日本文化を紹介する文化講
座を開講している。

ブエノスアイレス日亜学院

行政書士　
愛知県行政書士会/松田薫行政書士事務所
1986年北海道札幌市生まれ。2009年早
稲田大学法学部卒業。
入管業務を中心に在住外国人の法的支援
に取り組む。多文化共生リソースセンター東
海会報編集委員、アムネスティインターナ
ショナル日本わやグループ会員。翻訳書に
『タイ・ビルマ　国境の難民診療所　女医シ
ンシア・マウンの物語（新泉社，2010年）』。

担当：松田 薫 （まつだ  かおる）

か　き

「時を越え、海を渡った日本人」との出会い

本年1月札幌にて、祖母の樺太時代の友人と
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