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 第 8回コンテスト開催概要 
 

実施日 2019 年 11 月 2 日（土） 

場  所 東京芸術センター 天空劇場（東京都足立区千住） 

主  催 一般財団法人 海外産業人材育成協会（AOTS） 

共  催 独立行政法人 国際交流基金 

協  賛 
 

(株)公文教育研究会、(株)光洋スクエア、(株)スリーエーネットワーク、(株)セブン銀行、 

(一財)日本インドネシア協会、バンクネガラインドネシア東京支店、(一財)フィリピン協会、 

フィリピンナショナルバンク東京支店、(株)凡人社 
 

後  援 
 

(公社)国際日本語普及協会(AJALT)、(公社)日本介護福祉士会、(公社)日本語教育学会 
 

出場者 10 名（応募者 44 名） 

来場者 273 名（出場者･取材関係者を除く） 

  賞   
 

入賞（1 位・2 位・3 位）各 1 名、特別賞*7 名、EPA 賞 5 名 

*入賞者以外の出場者に「あきらめない力賞」「届け！心の声賞」等の特別賞を授与。 
 

賞  品 商品券  

(金額 1 位 5 万円、2 位 3 万円、3 位 1 万円、特別賞 5 千円、EPA 賞 QUO カード 3 千円分) 

審  査 
 

一次審査  提出されたスピーチ原稿を主催者と共催者で審査し、10 名を選出。 

二次審査  当日のスピーチを審査員が審査。 
 

審査員 
 

嶋田 和子 一般社団法人アクラス日本語教育研究所 代表理事 

木村 久枝 かんな福祉専門学校 専任教員 

小平 達也 株式会社グローバル人材戦略研究所 代表取締役社長 
 

取材報道 
 

○日本放送協会（NHK） 

・全国ニュース 放送日：2019 年 11 月 2 日（土） 

・NHK ラジオニュース 放送日：2019 年 11 月 2 日（土） 

・NHK ワールド JAPAN 放送日：2019 年 11 月 18 日（月） 

○Radio Elshinta、KBR 等のインドネシア各地 FM 局 放送日：2019 年 11 月 18 日（月） 

○アクラス日本語教育研究所ウェブサイトに記事掲載 

○東京芸術センター 月刊誌「芸術センター」記事掲載予定 

 

（敬称略）  
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 スピーチコンテスト 概要 
 

現在日本では、医療・福祉現場への外国人人材の受入れが進み、社会

的にも大きく注目を集めている。 そうした状況の中で、本「看護・介

護にかかわる外国人のための日本語スピーチコンテスト」は、日本各

地で看護・介護に携わる外国人が日本の医療や介護について意見を述

べる機会として 2012 年より始まり、今年で第 8 回目の開催となる。

出場者のうち、経済連携協定（EPA）に基づき来日した看護師・介護福

祉士候補者は、日本全国の病院や施設で働きながら日本の国家試験の

合格を目指しているが、外国で働きながら語学と専門分野の学習を同時

に続けることは並大抵のことではない。協会は、EPA 訪日後研修の実施

に携わる団体として、彼らが日頃どんなことを考えて日々の業務に向き

合っているのか、彼らの目に日本の看護・介護現場はどのように映って

いるのか、彼らの思いを日本人に知ってほしいという思いも込めて、コ

ンテストを開催している。 

 

 

 開催趣旨 
 

1）看護・介護に携わる外国人の意見を広く日本の一般社会に周知し、医療・介護の現場や EPA 事業等

の外国人材活用を取り巻く環境改善の一助とする。 

2）仕事と国家試験勉強に悪戦苦闘している看護・介護に携わる外国人が、日本語学習、試験勉強、日本

での就労に対するモチベーションをアップできるよう、刺激となる機会とする。 

 

 来場者の声 
 

本コンテスト観覧者は、毎回、出場者のスピーチに熱心に耳を傾け、笑

ったり涙ぐんだり拍手したりと、看護・介護に携わる外国人への共感と

高い関心を示している。観覧者からは、「発表者の仕事に対する真摯な考

えに感動した」「外国人の方の本音を聴けたように思う。一緒に成長でき

たらいい」「日本も外国の方の考え方に

学ばなければならないところがある」な

どの声が寄せられており、本スピーチコンテストが看護・介護にか

かわる外国人の本音を聴く貴重な場となっている。 
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 発表内容 

 

 

 

1.「茶色のズボン」 

フランシア グライネット ジョイ アポストル （フィリピン） 

日本に来て一番困ったのは制服のサイズで、「茶色のズボン」は体に合わ

ず、破れてはその度に縫い直して着用している。それはまるで自分の人

生のようだと感じる。来日後には家族の不幸や仕事の挫折など多くの困

難に直面し、何度もくじけそうになったが、「茶色のズボン」が何度破れ

ても縫い直されたように、決してくじけずに立ち向かうことで困難を乗

り越えてきた。これからも立派な介護士になるという夢に向かって「茶

色のズボン」のような人生を歩み、頑張っていきたい。 
 

 

2.「化けて、勝つ。」 

ズオン ハ クイン チャン （ベトナム）   

訪日時期がなかなか決定しない中、看護大学の同級生たちは次々と自国

で仕事に就き、一人取り残されたような焦燥感を覚えた。しかしそのよ

うな時でも母親の言葉や受入施設の親身な対応があり、希望を捨てるこ

とはなかった。来日後は、日本語の壁に自信を喪失したが、魚の名前・

料理名・味付けを自ら調べることから発展した利用者とのコミュニケー

ションを通して前進することができた。マイナスな出来事をプラスに逆

転させるには、それをどう捉えるかの解釈が大事だと思う。 

 
 

3. 「私の未来」 

 ギャワリ ママタ （ネパール） 

四年前に父親に呼び寄せられ日本語も日本のこともわからず来日し、県

立高校に入学した。周りの支えもあり無事に卒業した後、お世話になっ

た日本に恩返しがしたいという思いから介護の道に進んだ。医療福祉学

校に進学後、現在は介護の経験を積むために老人ホームでお手伝いをし

ている。施設利用者に母国ネパールのことに興味をもってもらえること

が嬉しく、日本の唱歌を歌うなど積極的に働きかけている。利用者を自

分の祖父母と思って信頼関係をつくっていきたい。 
 

 

4. 「私を支えてくれた両親の言葉」 

デラゾ デニス アルフォンソ（フィリピン） 

来日当初は困難の連続で、コミュニケーションが極めて重要な看護の仕

事において日本語ということばの壁に苦しんだ。日本で働くことを諦め

帰国したいと何度も思ったが、父親の「解決できない問題はない」とい

う言葉を思い出すことで元気を取り戻した。ある日、悲しみに暮れてい

る寝たきりの患者に自分のことばでそっと声をかけることを通して簡単

な日本語でも患者の心に寄り添えることを実感した。人の人生に関わる

ことのできる看護の仕事は素晴らしいと思う。 
 

 

5. 「施設で働いて学んだこと」 

リスカ ラハマティカ （インドネシア） 

昨年 11 月から働き始めた施設での経験についてお話ししたい。チーム

ワークで働き、仲間を気遣いサポートすることの大切さを日本人職員の

働きぶりから学び、ユーモアを持って優しく接することの大切さを利用

者とのやりとりから学んだ。また、職員や利用者が率先して感謝や謝罪

などの声かけを行う姿を見て、より良い関係づくりに役立っていること

も学んだ。そして宗教を尊重してもらえる職場環境に感謝するとともに、

高齢者への優しく誠実なケアをしていきたいと思う。 
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6.「看護・介護に関して日本人に訴えたいこと」 

チョウ キ（中国） 

日本の介護現場は離職率が高く、その原因は人間関係にあると言われて

いる。より良い関係を築くためには積極的なコミュニケーションが大事

だと思うので、外国人は日本語を懸命に勉強している。一方、日本人にも

外国人の心の声をもっと聞いてもらいたい。例えば、施設内でのコミュ

ニケーションツールを増やすこと、日本人と外国人の業務外交流を行う

こと、外国人を国ではなく個人として見てほしいこと。そうすることで

円滑な関係が築けて、現場はより良くなると思う。 

 

 

7.「心の支え」 

ニ ルフ プトゥ ウィドヤニンシー（インドネシア） 

仕事を始めた当初は利用者の使う方言が理解できず、また利用者から無

理なお願いを受けることもあり、疲れとストレスで笑顔がなくなり、辞

めたいと思うこともあった。しかし、ある利用者との出来事で考えが変

わった。その日はある利用者の誕生日で、家族の訪問を待っていたが結

局来なかった。悲しみに涙を流す利用者に寄り添い励ますことで礼を言

われた。この経験から利用者の孤独を知り、心を込めて仕事をすること

で利用者さんの支えになりたいと思うようになった。 

 

 

8.「介護を通して利用者に塩を」 

ホルダン アルテタ マルジャ セシリア（ペルー） 

ペルーでソーシャルワーカーの仕事をしていた経験を生かし、日本でも

人と接することができる介護の仕事を始めた。働き始めると気力をなく

した利用者が多いことに驚いた。自国ではそのような人を「塩が必要だ」

と表現する。ある時、寝たきりで話さない利用者の足をくすぐった。職員

からは注意されたが、利用者は楽しそうにしていたので何度か繰り返す

うちに周りも理解してくれた。日本の素晴らしい介護を学びつつ、自分

なりに「塩」を加えた味付けをしていきたい。 

 

 

9.「看護師があるあること」 

ヘンガル プラムディティヨ（インドネシア） 

多くの外国人にとって日本語の問題や資格がないため携われない業務が

あることは共通する悩みだと思う。また、仕事中のハプニングなども共

通する「あるある」があると思う。例えば、お年寄りの性別を間違えたこ

とや日本人職員や利用者との面白いエピソードなど、大変な仕事の中に

たくさんの楽しい出来事がある。看護師は心の仕事であり、国籍・言語・

文化が異なっても心が通じ合える。そして大変な仕事だからこそ、その

中に楽しさを見つけることが大切だと思う。 

 

 

10.「私が辞めない理由」 

マナロ リー マイリン シニョ（フィリピン） 

介護福祉士の友人の中には給料や人間関係を理由に退職・転職を繰り返

す人もいる。仕事を辞めたいと思う気持ちは理解できるが、なぜ今の施

設で働き続けるのかを話したい。まず、施設側が生活全般をサポートし

てくれる安心感がある。また、国家試験のための勉強に配慮した勤務シ

フトが組まれている。さらに職員間によい雰囲気があり、外国人を尊重

してくれる。このように外国人と日本側の双方が歩み寄りウィンウィン

の関係をつくることが介護現場には大切だと思う。 
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 入賞・特別賞 受賞者 
 

入賞 

第1 位 

リスカ ラハマティカ （インドネシア）「施設で働いて学んだこと」  

日本人職員の働きぶりや利用者とのやりとりから学んだこと、より良い関係づく

りや職場への感謝の気持ちを経験に基づくエピソードを交えて語ってくれた。 

 
 

 

 

第2 位 

ニ ルフ プトゥ ウィドヤニンシー（インドネシア）「心の支え」  

ある利用者との出来事を通して、利用者の孤独を知り、心を込めて仕事をするこ

とで利用者の支えになりたいという想いを語ってくれた。 

 

 
 

第3 位  

ギャワリ ママタ （ネパール）「私の未来」  

利用者を自分の祖父母と思って信頼関係をつくっていきたいという気持ちを語っ

てくれたほか、スピーチの中で「故郷」の歌も一部聴かせてくれた。 

 

 

特別賞 
 

あきらめない力賞 

フランシア グライネット ジョイ アポストル（フィリピン）「茶色のズボン」 

マイナスをプラスへ逆転賞 

ズオン ハ クイン チャン（ベトナム）「化けて、勝つ。」 

言葉の力賞 

デラゾ デニス アルフォンソ（フィリピン）「私を支えてくれた両親の言葉」 

届け！心の声賞 

チョウ キ（中国）「看護・介護に関して日本人に訴えたいこと」 
 

味わいのある人生賞 

ホルダン アルテタ マルジャ セシリア（ペルー）「介護を通して利用者に塩を」 
 

仕事の楽しみ発見賞 

ヘンガル プラムディティヨ（インドネシア）「看護師があるあること」 
 

双方の素晴らしい歩み寄り賞 

マナロ リー マイリン シニョ（フィリピン）「私が辞めない理由」 

EPA 賞     出場者のうち EPA 候補者の 5 名 

リスカ ラハマティカ（インドネシア） 

フランシア グライネット ジョイ アポストル（フィリピン） 

デラゾ デニス アルフォンソ（フィリピン） 

ヘンガル プラムディティヨ（インドネシア） 

マナロ リー マイリン シニョ（フィリピン） 
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 講評 
 

 

 

嶋田 和子 審査員（一般社団法人アクラス日本語教育研究所 代表理事） 
 

毎年素晴らしいスピーチが続くが、今年も自分の体験に基づいた個性あふれる

スピーチばかりだった。患者さん、利用者さん、そして職場の皆さんとの日々

のやりとりや関わりの中で思ったことや感じたことを自分のことばで語ってく

れた。特に今年は EPA、技能実習生、留学生など多様な出場者がいたので、色々

な話があって面白かった。このスピーチコンテストでは「看護・介護の現場で

働く人としての視点があったか」「新しい気付きや提案があったか」という視点

を大切にしている。その点でも、皆さんのスピーチは、私たちが普段当然のこ

とだと思っていることに対する新たな気づきを与え、そのことについて考える

きっかけを与えてくれた。今、日本では 4 月に改正出入国管理法、そして 6 月

には日本語教育推進法がスタートした。看護・介護の分野でも多くの外国人が

来日しており、この日本社会で生き生きと働き、活躍してもらえるような場作

りを考えなければならない。だからこそ、現場からの発信と具体的な提案が大

切である。その意味でも、今回の 10 人のスピーチは貴重な気づき、そして新た

な視点を私たちに与えてくれたことは素晴らしかった。 
 

1 位になったリスカ・ラハマティカさんは、利用者さんの「嫌だ、寝ているよ」

という態度に対して「へえ、寝てる？じゃあ夢であいましょう」とユーモアを

もって対応した。これは日本語をどう使うかではなく、本当に相手のことを思

っているからこそ出てくることば。こんなコミュニケーションがどんどん広ま

っていくといい。また、介護施設の方が「手あいてる？」を「今、忙しくして

る？」に言い換える配慮も大事なことだと思った。 
 

2 位になったニ・ルフ・プトゥ・ウィドヤニンシーさんは、岐阜弁が今では誰に

も負けないぐらい上手と胸を張って言った。方言はとても大きな課題となって

いるが、ある意味とても大事な潤滑油であることを改めて考えさせられた。 
 

3 位になったギャワリ・ママタさんは、薬を飲まない利用者さんに「私が病気に

なるから飲んで」と機転を利かした。ことばはこのように使うとよいというこ

とを教えてくれた。 
 

また、2 番目に発表したズオン・ハ・クイン・チャンさんは、食事介助のときに

鯵の名前や味付けを調べ、利用者さんとのコミュニケーションを図ったことか

ら、他の魚（鯖）の漢字の読み方を利用者さんに教えてもらうやりとりに派生

した。きっとその利用者さんにとっても大きな喜びで、だからこそありがとう

ということばが出たのだと思う。大変な状況をどう捉え、どう考え、いかに進

んでいくかは自分の解釈が大切というズオン・ハ・クイン・チャンさんの話は、

後ろにいる EPA 候補者にも是非知ってもらいたい。 
 

患者さんと向き合う看護という仕事、利用者さんの人生のラストステージに寄

り添う介護の仕事では、人と人とをつなぐための日本語がとても大きな役割を

果たす。皆さんの想いのこもった見事な日本語のスピーチはことばの大切さ、

発信することの大切さを教えてくれた。こうした具体的な提案や対話が、活気

ある日本社会をつくるための大きな力になると思う。是非これからも発信をつ

づけてほしい。 
 

 

 

木村 久枝 審査員（かんな福祉専門学校 専任教員） 
 

私は EPA 介護福祉士候補者の学習指導をしており、その中でグループワークと

して「利用者さんが大切にしている湯のみ茶碗を割ってしまったらどうするか」

というテーマを日本語で話し合い、日本語で発表するという活動をしている。

その中で「湯飲み茶碗を割ったら心から謝ります」という介護の基本となるよ

うな心のこもった発表があった。その理由を訊ねると「謝ることは日本の文化

です」という説明があり、私はそれを聞いて胸を打たれ、そのような気持ちで
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介護に携わってくれる人が日本にいることを心から誇らしく思い、いつまでも

日本の介護に携わってほしいと思った。本日のスピーチも多々そんな気持ちに

させられた。 
 

まず、4 番目に発表したデラゾ・デニス・アルフォンソさんの優しいことば遣い

に心が温かくなった。お父様の「解決できない問題はない」という言葉を信じ

て、慣れない日本での看護の仕事に取り組み、患者さんを笑顔にしたというエ

ピソードを心から嬉しく思う。この患者さんにとってデニスさんの存在は大き

な力になったと思う。 
 

次に 6 番目に発表したチョウ・キさんの発表からは、日本人は外国から来てく

れた人々にもっと寄り添うことが必要なんだと改めて思った。心の声を聴いて

ほしいという提案を肝に銘じたい。 
 

次に、8 番目に発表したホルダン・アルテタ・マルジャ・セシリアさんの発表か

らは、ペルー人の明るさを日本人も見習わなければいけないと思った。スキン

シップを通して利用者さんを笑顔にする南米の力に期待している。 
 

そして 9 番目に発表したヘンガル・プラムディティヨさんは、看護師の視点か

ら難しい専門用語を使って発表してくれた。点滴をするのに血管のルートがと

れない、オペ室のオペ後の観察など、慣れない日本語での看護の仕事に携わる

のは本当に大変だと思う。 
 

皆さんには今後も利用者さんや患者さんに心から関わってもらい、元気な日本

人を増やしてほしい。そしていつまでも日本にいて活躍してほしいと思ってい

る。 
 

 

 

 

 

小平 達也 審査員（株式会社グローバル人材戦略研究所 代表取締役社長） 
 

皆さんのスピーチをリラックスして聴けた。皆さんの熱い気持ちが伝わってき

て話にのめりこむことができた。今日のスピーチを聴いて、利用者さんや患者

さんは安心して本音が言えるんだろうなと思った。それは利用者さんや患者さ

んの性格もあるが、実は皆さんがとても気を使ってケアしているのだと思う。

たとえば今日のスピーチにもあった挨拶をする、笑顔をつくる、冗談を言う、

歌を歌う、くすぐるなど。私は組織における外国人の人材育成に約 20 年間携わ

っていて、これを組織論で捉えると「心理的安全」という。心理的安全というの

は、本音が言える環境にあることで、その環境を皆さんがつくっているのだと

感じた。 
 

1 番目に発表したフランシア・グライネット・ジョイ・アポストルさんの発表で

は、人生を何かにたとえる話があり、私も自分の人生をたとえると何であるか

を考えた。まだ答えは出ないが、その問いかけはとても大切で、一度テーマを

抽象化することで考えを深めるヒントになる。それを「茶色のズボン」にたと

えたのは興味深かった。 
 

次に 10 番目に発表したマナロ・リー・マイリン・シニョさんからは、相談に乗

ってくれる人がいるという話があったが、それは正に周りの人に相談し、サポ

ートを受けることができるソーシャルサポートという概念であり、皆さんは一

人ではなく、周りの色々な人に相談できる環境をつくって安心して仕事をして

ほしい。 
 

そして最後に、「ベテラン」と「プロフェッショナル」の違いについて紹介した

い。この違いについては色々な考え方があるが、組織論の専門家としては、ベ

テランは経験豊富な人。プロフェッショナルは自分の豊富な経験を言葉にして

伝えられる人。皆さんはプロフェッショナルとして今後も頑張り、持っている

知識を周りの人に伝え、周りにもプロフェッショナルを増やしていってほしい。 
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 広報 
 

以下の団体・個人に出場・来場・取材等の広報を行い、コンテストについて広く PR した。 
 

共催・協賛・後援 13 団体 

省庁 3 団体 

地方自治体・公益法人 287 団体 

看護・介護専門学校 176 団体 

技能実習生(介護)受入団体   20 団体 

日本語学校 320 団体 

 

メディア 43 団体 

NPO・ボランティア団体等 13 団体 

EPA 候補者受入施設 720 団体 

EPA 候補者・元候補者 3,100 名 

日本語講師 425 名 

各国語通訳 408 名 

     

 報道 
 

当日は、日本放送協会（NHK）のテレビ及びラジオからの取材があり、同日のテレビでの全国ニュース

及びラジオにて放送された。また後日、NHK ワールド JAPAN ではインドネシア人出場者を取上げたイ

ンドネシア語でのラジオ放送が行われた。 

NHK 全国ニュース放送 11 月 2 日（土） 

 
1 位入賞のリスカさん(写真上) 

技能実習生のズオンさん(写真下) 

NHK ワールド JAPAN 放送 2019 年 11 月 18 日（月） 

 

インドネシア人出場者 3 名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ママタさんへの取材 アルフォンソさんへの取材 
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 評価 
 

観覧者へのアンケート結果 

Q1. コンテスト全体に対する感想はいかがですか。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2. スピーチのテーマや内容は、いかがでしたか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Q3. 休憩時間中の EPA 候補者へのインタビュー企画はいかがでしたか。 
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観覧者の評価コメント（抜粋） 

 会場の雰囲気／コンテスト全体に関するコメント 

・とても楽しくスピーチを聴かせていただきました。みなさんのお友達やサポーターの方も会場に多くいら

っしゃっていて、全体の雰囲気がとても温かく感じました。 

・進行もスムーズで内容もとても濃いものでした。今後の益々のご発展をお祈りします。 

・何回か拝見させていただいていますが、EPA だけでなくいろいろな所属の方がいて、介護･看護に関わる

外国人の声を聴くことができてよかったです。 

 

 スピーチの内容／日本語力に関するコメント 

・外国人の方の本音が聴けたように思いました。一緒に成長できたらと考えます。 

・実際の生活や仕事環境から感じていること、考え、将来の目標まで 1 人 1 人が日々思うところの本音が聴

けてよかった。また暗いニュースもある中、本当に生き生きと生活し学習し目標に向かって頑張っている

様子が見て聞けて参考になりました。 

・一人ひとり力強いスピーチ、また訴えたい内容に心から感動しました。若い世代の皆さんが、日本語とい

う言葉の壁、習慣の違いを克服して、介護・看護の仕事の中に喜びや誇りを自ら見出していること、きっ

と周囲の日本人の方の温かい支えがあってこそと思いました。 

・数年ぶりに参加しましたが、日本語のさらなるレベルアップが感じられました。また体験を語る人が多い

中で、提案はとても響くものがありました。 

・日本語で話すのは難しいはずなのに簡潔で分かりやすくとても聴きやすかったです。言葉が通じない中で

働くのは大変だろうけどがんばってほしいと思った。 

・分かりやすく、文化も違うし、国も違うからすごく新鮮に感じました。スピーチを聴いていて、もっと今

以上に興味がわきました。他の講演よりも聴きやすいし、沢山の色々な考え方が聴けたり感じ方が聴けて

よかったです。勉強もして、働いて、日本語も学んで自分も頑張ろうと思いました。 

 

 刺激を受けた、気づきがあった、看護・介護・EPA のことを知る・考え直す機会となった等 

・なぜ見知らぬ国で、その中でも日本で、大変な仕事といわれる看護・介護の仕事のためにやって来たの

か、ずっと疑問に思っていたので、とても興味のあるコンテストだと思い、拝見させていただきました。

お金のためなどで仕方なく来られたのかなと思っていましたが、皆さんのスピーチを聴くと、それだけで

はない、むしろそれ以外の日本に対する興味や 1 つのチャンスとして前向きな気持ちで来ているのだなと

解りました。沢山の苦労があると思いますが、笑顔で愛情を持って、本当にこの仕事が好きで誇りを持っ

ていることを、まっすぐに表現されていて、キラキラした姿をまぶしく感じました。 

・初めてこうしたスピーチコンテストの会場に来ましたが、期待にたがわず素晴らしい内容でした。故国を

離れ、日本で働く強い気持ちが伝わり何度も目頭があつくなりました。また看護・介護における外国人ス

タッフの大変さを感じることができました。それでも皆目を輝かせ前を向いて進んでいる姿には感動をた

くさんいただきました。ありがとうございました。 

 

 EPA 候補者へのインタビュー企画に関する感想 

・EPA 候補者へのインタビューは、各人の目標・意志を表明してもらう良いチャンスである。頑張っている

姿を拝見して応援したい気持ちになります。 

・フィリピン介護福祉士候補者、インドネシア看護師候補者全員のお顔が見えて嬉しかったし、自分達も舞

台に出られて励みになると思います。とてもいいことだと思います。 

・EPA 候補者へのインタビューも、日本人が聞きたい質問が多く、質問にもよく答えられていてすばらしい

と思いました。ありがとうございました！ 

・インタビューの企画はとてもよかったと思います。研修の時の勉強ぶり、よくわかりました。日本語がと

ても上手なのに驚きました。上のクラスの方々なのでしょうね。AOTS で様々な教育がされていることに

もびっくりしました。 
 

 

 改善提案 

・スピーチする方の働いている姿の写真をスピーチ中、映してほしい。 

・各人のスピーチ中、その背景に日常の勤務風景などの映像（動画）を無音でいいので流すといいのでは？ 

・聴衆に"日本の"大学生・高校生などの若者達にもっと多く来てもらう様にして頂きたい。EPA 候補者達の

一生懸命な人生への挑戦の熱意と努力は今の日本の（ある意味大変恵まれた環境の中で生活する）若者達

にも必ずや良い刺激となると思います。 
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 今後の課題と展望 
 

 

本スピーチコンテストは昨年度までに引き続き、国際交流基金による共催協力並びに各団体による協

賛・後援をいただいたことで、今年度も無事開催することができた。共催・協賛・後援の各団体や著名

な審査員のご協力のもとに本コンテストを開催することで、看護・介護にかかわる外国人の現状や問題

を社会全体で受け止め、考えていく姿勢を示すことができ、本コンテスト開催の社会的意義を深めるに

至った。また、コンテスト出場者募集の段階で昨年度の倍近くの応募を受けたことに加え、当日の来場

者数についても昨年度を上回る結果となったことからも、看護・介護にかかわる外国人及び関連する団

体等の間で、本コンテストの認知度が高まってきていると考えられる。 
 

応募者の増加により多くの優れたスピーチ原稿が集まり、その中から選抜された 10 名のスピーチは

いずれも素晴らしく、審査員や来場者からも「今年度のスピーチはレベルが高かった」との意見を頂戴

した。スピーチの内容からは看護・介護にかかわる外国人の日々の様子が窺え、実体験に基づく考えや

提案が語られた。観覧者のコメントには共感や感動の声が多く寄せられたほか、「スピーチを通して看

護・介護にかかわる外国人への理解や新たな考え方を取り入れる機会となった」という声が寄せられた。

出場者からは、「スピーチが皆さんの心に伝わって嬉しかった」、「これからも頑張ろうと思った」という

ような感想が開催後に聞かれたことから、各出場者にとって仕事や日本語学習の意欲向上につながるコ

ンテストになったと考えられ、本年も一定の成果を上げることができた。 
 

今年度の出場者の属性は、EPA 候補者、留学生、日系人、定住者、技能実習生と多様化しており、今

後は特定技能などさらに多様な属性の外国人が看護・介護にかかわっていくと考えられる。昨年度に引

き続き取材に訪れた NHK も当日のニュースにて本コンテストを取り上げ、介護にかかわる外国人材の受

入拡大とその多様化を強調した。このことからも、外国人材の日本社会への適応及び活躍が期待される

社会背景において、本コンテストの開催意義はさらに深まっていくものと考えられる。それに当たって

の今後の課題として、本コンテストの広報をこれまで以上に強化し、さらに幅広い対象者に本コンテス

トの出場・観覧・報道を促し、本コンテストの社会的な認知度を高めていく必要がある。 
 

より多くの日本人が本コンテストをきっかけに看護・介護にかかわる外国人に対する理解を深めるこ

とで、新たな気づきや視点を得ることが期待される。一人ひとりが外国人とともに働き、ともに生活す

ることの意味を考えることは、看護・介護という文脈に限らず、今日の日本における外国人材の受入れ

全般において必要不可欠なことであり、それが日本の共生社会の土台を構成することにつながると考え

る。本コンテストが多文化共生社会を構築する貴重な機会となっていくよう、今後も努めていきたい。 
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