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夏！冒険と新しいおともだちの季節だ！ 
あなたの夏はいかがでしたか？ 
この「ポーポキ通信」では、私の夏について報
告しますね。まずは、このステキな新しい友だち
たちを見ていただきましょう！ 
（ロニー  香川県直島にて） 
 

  
 

 
 

 
 
ポーポキのピース・チャレンジ in 灘区！まだまだ先ですが、助成金をい
ただき、平和の写真展とピース・マップづくりイベントを開催します。森
住卓さんの写真、講演（1 月 8 日）・・・そして森住さんはマップづくり（1
月 9 日）にも参加してくれます！2010.1.8-15；神戸学生青年センター!
ご一緒にどうぞ！  
 

 

ポーポキとミミちゃんはまたピース･マシンに乗ります！ 

『岩波 DVD ブック Peace Archives 東京･ゲルニカ･重慶 空襲から平和を考

える』は先日発行されました！今回の「ピース・マシンの旅」のテーマは空

襲です。１７分（毎回同様、英語字幕スーパー付き）。平和学習にぜひお役

立ててください。  
 

 
ポーポキの本は、神戸市三宮のオールイングリッシュ本屋さんで発売中。三

宮に行ったときにぜひお立ち寄りください！ 

ランダムウォーク・ブックス／Random Walk Books 

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町 3-9-8 33bldg 2F 

TEL/FAX：078-332-9200    E-mail：randomwalkbooks@nifty.com 

 
 
 

 

http://jp.f104.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=3596_47707076_238721_3223_4921023_0_338545_6382790_3509729455&bodyPart=6&tnef=&YY=92700&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=17�
http://jp.f104.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=4044_52631324_239133_3227_4926094_0_338547_6388003_3417644611&bodyPart=3&tnef=&YY=36990&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=16�
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ポーポキ in ハンガリー   7 月 26 日―8 月 4 日 

ロニー（そしてもちろんポーポキ）はハンガリーのブダペストで開かれた国際平和教育学

会（IIPE 2009）に出席し、「人権って、なに色」のワークショップを行いました。以下が

簡単な報告です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIPE 創設者のベティ・リアドン先生（左）と友人たち. 
(Photo: Anita Yudkin) ↓ 
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全体会議にもディスカッション・グループが取り入られている。グループでパネル報告の内容などについて

議論し、内容に対する問いかけを考え、 後に各グル

ープが話した内容などを全体に提示するという仕組み。  
(写真：浅川和也) 

ワークショップ：ポーポキ、人権って、なに色？ 
(写真: Popoki) ↓ 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
       

会場のロビーで日本からの人権ポスター「やさしいか

ら人なんです展パート２０」も… 本の販売も…  （写

真：浅川和也） 
 
 

勉強ばかりではありませんでした。（ポガ＆

俳句のパフォーマンス中）  (Photo: Anita 
Yudkin) 
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全員でブダペスト市郊外に家に住むことができない子どもたちのための施設を訪問しまし

た。子どもたちと遊ぶのはとても楽しかったです。 

  (Photo: Anita Yudkin)                         (Photo: Popoki)  

 
                                                ダイスケさんの「Tatoo」は大人気！ 
会議のあと、ハンガリーの歴史を学ぶ機会を得ました。テロー

ハウス（右）とユダヤ人のシナゴッグ（下）を訪問しました。   
ホロコーストの犠牲者のための Tree of Life  

    
 
 
 
 
 
 
また、ロマ 1のコミュニティを訪問し、ロマの子

どもたちの学校を見学することができました。

ロマの人々の状況は極めて困難ですが、彼

らは私たちを歓迎してくれました。 
 

 
 
(Photos: Paula 

Andrea 
Ramirez 

Diazgranados) 
 
 

                                                 
1 「ロマ」とは、昔「ジプシー」と呼ばれた人々のこと。特に東ヨーロッパに多くすんでおり、各国で差別の対象となって

いる。ハンガリーでは失業問題も深刻で、財政的な理由や差別のために学校に行けない子どもたちがいる。訪問し

た学校は、そういった子どもたちを対象に教育活動を行い、今の状況の脱出しや、より良い生活を目指している。 
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JICA ひょうごでセミナー参加 

 多文化共生ワークショップ  
吉岩正人 

 
先日 8 月 10、11 日に国際理解教育・開発教育の実践

セミナーとして『多文化共生のための国際理解教育・開

発教育セミナー』が JICA 兵庫において開催されました。

今回で六回目となるこの実践セミナーは JICA や神戸

YMCA など様々な組織や団体の協力のもと、開発教育に

関心のある教員や学生を対象に行われています。そして、

このセミナーの２日目にあたる 11 日に、アレキサンダ

ー先生は、人権をテーマにワークショップを実施されま

した。参加者の大半が普段教える側である教員の方々で

あったので、アレキサンダー先生のワークショップから

授業に使える手法を学ぼうという姿勢がとても新鮮な

光景でした。 
また、今回のワークショップでは言語を用いずに伝え

る『無言紙芝居』を実践したのですが、この手法に関心

を寄せる参加者が多かったのが印象に残っていま

す。普段、言葉によって物事を伝えることを実践

している教員の方々にとって、言語以外で伝える

ことの可能性を感じる良い機会となったのではな

いでしょうか。これを機に多くの授業でポーポキ

の輪が広がるといいなと思いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 

 
 
 
 

体を使って｢自尊心｣を表現する

参加者の説明を聞く 

ポーポキの本の販売も良い調

できあがった紙芝居を発表する 

http://jp.f104.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=2802_44850365_238230_3302_2853407_0_338544_3699752_970384401&bodyPart=2&tnef=&YY=71906&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=18�
http://jp.f104.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=2802_44850365_238230_3302_2853407_0_338544_3699752_970384401&bodyPart=3&tnef=&YY=71906&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=18�
http://jp.f104.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=2802_44850365_238230_3302_2853407_0_338544_3699752_970384401&bodyPart=4&tnef=&YY=71906&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=18�
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Lesson 15 
お元気でお過ごしでしょうか。ストレスは大丈夫ですか？ 

ポガしてくつろぎましょう。   

１．背筋を伸ばし、自分を細く見せながらちゃんと座りましょう。 

２．では、あぐらをかいて座りましょう。両手でこぶしをつくり、それを合わせて、力を

いれる。肩の力を使ってね。 

３．さて、今度は力を入れながら、ゆっくり腕を左右に広げましょう！ 

４．頑張ったので、ストレッチしましょう。立ちながら、足を横、手を上へ伸ばす。 

５．できた、できた！！！ マスクなんかいらない！では、できたポーズをどうぞ。 

 
第１５回目のポガ･レッスンはこれで終わります。おつかれさまです！もう夏休みの準備が

できました。でも、毎日、最低 3分間を練習するのを忘れないようにね。 

*免疫を高めましょう。よく食べて、よく寝て、手洗いなどして、そしてポガ！元気でお過

ごしください！ 

 
 

9.29  ポー会 神戸 YMCA 三宮会館 304 19:00-21:00 Rm.304 

9.5  特別読み聞かせ 14 時くらい～  大阪の重症心身障害者施設 ＮＰＯ法人「Ｗ・

Ｉ・Ｎ・Ｇ－路をはこぶ」 場所：大阪市西成区のフリースペースTamaribaにな

ります。http://www.yourwing.org/index.html 

9.7 「ポーポキ、平和って、なに色？」パシイワ関西支部の会合でポッ！ホテルガンヴィア大阪 

13:00-14:30 

9.9  国連大学グローバルセミナー神戸･兵庫セッションでロニーは「ジェンダー」についての講義す

る予定。きっとポーポキも登場。   

9.26 「ポーポキ、平和って、なに色？～身体・五感を通して、異文化を解く」第 24 回「異文化談話会」

テーマ：日本文化とその周辺 （大阪産業大学梅田サテライトキャンパス） レクチャール

ーム B 13:30- 申し込み関西英語英米文学会｢異文化談話会｣事務局 中林真佐男 Fax：

072-366-3704  メール:masao(at)crocus(dot)ocn(dot)ne(dot)jp  

9.27  平和教育シンポジウム（広島）（田村かすみさん） 

10.25  神戸市北区母親大会 しあわせの村 

12.23-31 ポーポ in パレスチナ・イスラエル２？  

2010.1.8-15  ポーポキと一緒に平和を探そう！ポーポキ・ピース・チャレンジ 森住卓写真展、講演

（8 日）、ポーポキのピース・マップ作り（9日） 

http://www.yourwing.org/index.html
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・ 「『ポーポキ、友情って、なに色？』」 「私のいち押し」 奥田光子 

THE GAIDAI 2009.7.17 No.243 

・ 「友情って･･･考える絵本」 朝日新聞 ｢生活｣(阿久沢悦子) 

2009.7.2 

・ 「友情を考えて~人間と、ねこと、そして自分と～」 れ組通信  ＲＳＴ/ALN 2009.6.28  Ｎｏ．

259, p.11  

・ 「カティング･エッジ」 第 35 号 2009.6 ｢新刊紹介：『ポーポキ、友情って、なに色？ポーポキ

のピース･ブック 2｣」（レベッカ･ジェにスン） p.3 

・ 「猫を通して平和を考える 絵本の第 2 弾を出版」 （斎藤雅志） 神戸新聞 2009.4.21 

・ 「ポーポキ、平和ってなに色？」 KOBE YMCA NEWS 「神戸青年」 2009.3.1 No.593 ｐ.2 

・ 「ポーポキ、ゴミってなに色？」 KOBE YMCA NEWS 「神戸青年」 2009.1.1 No. 592 ｐ.２ 

・ 「友だちになってくれませんか？」 ＲＳＴ／ＡＬＮ 2009.2.22 

・ ラジオ番組の中のポーポキ！！！プロジェクト･メンバーの宇留賀佳代子さんがラジオ番組で

紹介してくださいました。ぜひお聞きくださいね。  http://www.kizzna.fm/ 録音番組をクリッ

ク。番組CHの６CHをクリック。 

・ やさしいから人なんです展パート２０ 実行委員会 『世界人権宣言』 ひょうご部落解放・人

権研究所  ２００８．１０ 500 円。 詳しくは： blrhyg@osk3.3web.ne.jp 

・ 「KFAW カレッジ ロニー・アレキサンダー氏 講演会」 エイジアン・ブリーズ/Asian Breeze 

No.54 October 2008, p.8 （アジア女性交流・研究フォーラム）  

・ 「ピースセミナー in 熊本 あなたにとっての「平和」とは？」 Kumamoto YMCA News 10  

Vol.437 October 2008, p.1  

・ 神戸新聞 「人権宣言 兵庫から発信 全 30 条 イラストで表現 地元ゆかり 6 名がパネル

制作」 2008.10.8. 10 面 

・ “An Interview with Dr. Ronni Alexander.” The Newpeople, Pittsburgh’s Peace and Justice 

Newspaper, Vol.38 No.9, October 2008, p.5 

・ “Nuclear Security is Inhuman Security – Dr. Ronni Alexander speaks about Hiroshima and 

Nagasaki.” The Newpeople, Pittsburgh’s Peace and Justice Newspaper, Vol.38 No.9, October 

2008, p.4 

・ ポ ー ポ キ in ピ ッ ツ バ ー グ :  Remembering Hiroshima/Imagining Peace URL: 

http://www.rememberinghiroshima.org/ 

・ 「社説 終戦の日」 神戸新聞 ２００８．８．１５ 

・ 中国新聞 「核廃絶への視点」 ２００８．７．２７ （核抑止論について・・・。３時間！？！にわ

たる取材で一生懸命にポーポキのことを話したのに・・・。） 

・ （社）ひょうご部落解放・人権研究所発行の機関誌『ひょうご部落解放』（２００８．6月(夏)に「人

権宣言 60 周年」のポーポキ･ポスターの一部も載っていますよ！  

 
 
*  ポ ー ポ キ 通 信 の バ ッ ク ナ ン バ ー ：
http://popoki.cruisejapan.com/archives.html 

http://www.kizzna.fm/
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西出郁代 

 「かわいそうに！ お父さんは戦争で亡くなったのよ」 
子供の頃、毎日のように聞かされた言葉が今も耳に残っています。 

将来は、世界平和のために役立つ仕事をしよう。武力を用いずに話し

合いで解決するには、言葉だけでなく他の国の歴史や文化も勉強しなければ・・・。 
そんな漠然とした夢を抱いて大学に入りました。 
そして出会った一冊の本。 
『きけ、わだつみのこえ―日本戦没学生の手記』です。 
特に次の一行に衝撃を受けました。 
「無性に本が読みたい。先ほどから薬の効能書きを何度も読んでいる」 

若くして学問も将来の夢も、本を読むことさえも、全て絶たれてしまった同世代の学生たち。手記

に込められたメッセージが、私に何をすべきか、どう生きるべきか示してくれました。 
卒業後、期せずして留学生教育に関わることになったのは、幸運というほかありません。留学

生から直接本国の事情を聞き、激動する世界をより身近に感じることができます。また、様々な

国の生活様式や文化や考え方を学び、紛争や差別や環境問題などについて意見を交すこともで

きます。 
 そして、40 年経ちました。私が出会った留学

生は今どうしているでしょうか。 
私は同じ夢や理想を持って人生を歩んでい

る人と、いつかどこかでまた出会うような気が

しています。そして、不思議なことに、本当に思

いがけない出会いがあったり、何十年も経って

懐かしい人に再会したりするのです。 
 そんな時、ポーポキのピース・ブックは 良

の贈り物になります。ポーポキは見知らぬ土

地でも、新しい仲間に囲まれて、きっと人気者

になりますよ。 
アレキサンダー先生と、ポーポキと、友人の

皆さんに、感謝をこめてエールを送ります。 
 
 
 
 
 
 
 

写真：（左）1963 年に参加した国際学生平和セミナー（新鹿沢温泉）と現在の私（上）。ポーポキの

仲間もセミナー会場にいたような・・・。 
 
 



さらにご協力ください！ 

 ポーポキ･ピース･プロジェクトにご参加のみなさま（ポーポキ平和基金に一

口以上を振り込んでいただいたみなさま）には、本がすでにお手元にとどいて

いると思います。 

 これからはピース･ワークショップ、ピースキャンプ、翻訳、『ポーポキのピー

ス･ブック 1』などの活動を中心に行なう予定です。ご協力、ご支援のほど、よろ

しくお願いいたします。『ポーポキ、平和ってなに色？』についてのコメント、感想、追加注文など

については、popokipeace@yahoo.co.jpにお問い合わせください。 

本についての問い合わせや注文はお近くの書店あるいはエピック 

（TEL: 078-241-7561･FAX: 078-241-1918）へ。 

 

ポーポキ・ピース・プロジェクト popokipeace-at-gmail.com 

http://popoki.cruisejapan.com 

郵便振替口座番号 ００９２０－４－２８０３５０  

ゆうちょ銀行 店番０９９ 店名０９９店 当座 口座番号０２８０３５０ 

口座名  ポーポキ・ピース・プロジェクト神戸 

 

ポーポキ平和募金は一口 1500 円 何口でも結構です。 
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