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 AMFデジタル 4号　(2019年12月)　 

 
【表紙】 ケルンのクリスマス市 

【フォトアルバム】 ヨーロッパのクリスマス

市 

　ベルギーに住んで5年が経つ。これが最後か

な、といいつつ毎年ヨーロッパ内のあちこち

のクリスマス市を訪れ楽しんでいる 

 

【運営部】 運営部ニュース 

　ネット環境にない会員の方への対応策／会

報：会員向けと対外版／会報：転載引用の

ルールについて／2019年度運営部は作業場／

年会費の額（2019年・2020年）と納入方法 

 

【国籍】 シンポジウム「国籍ってなんだろ

う」 

　台湾籍をめぐる蓮舫氏騒動をきっかけに／

選択の宣言も不要だった蓮舫氏／法務省は正

式な告知を！／二重国籍は犯罪？／若者たち

の活躍こそ／大勢いる22歳以上の二重国籍者

／怪しい国籍唯一の原則／大人の二重国籍を

アピールできるか？ 

 

 



 
【国籍】 日台重籍問題について情報公開審査会答申出る！ 蓮舫騒動大逆転？ 
　「台湾籍と日本籍」の両親から生まれた「日台重籍者」。この立場が「国籍選択義

務」の対象者となるのか？ 疑問を持った筆者は、情報公開制度を使って「根拠文
書」の開示を法務省に求めた。しかし「根拠文書は不存在」とされ、取り扱いの説明

でも日台重籍問題が一律に「義務対象」となることを示す内容は無かった。一方、総

務省審査会の答申で、取り扱いの実態が明らかになった。 
 
【裁判】 国籍はく奪条項違憲訴訟（国籍法11条1項違憲訴訟） 
　第7回期12月24日の報告集会レポート／報告集会で実施された「ZOOM視聴参加」
について、AMFでの反省 
 
【社会】 壁崩壊後30年のベルリン 
　現地からのレポート 2点／緑の1kWh／著者プロフィール 
 
【アート】 あいちトリエンナーレ（2） 
　現地からのレポート 
 
【社会】 「パキスタン系日本人」の私が、職務質問のたびに感じる「悔しさ」 
　幼少から日本に住み、日本に帰化しても、外見からくる差別的まなざしから逃れら

れない青年が悩みを語る。 
 
【人権】 《会報物語 その5》 田中宏氏 
　1980年会報4号。講演「入管・在留問題について」の導入部で、外国人の人権問題
に関心をもつようになった経緯を話された。 
 
【国籍】 田中宏氏「国籍」をめぐるあれこれ 
　第12回複数国籍学習会での田中宏氏講演内容 
 
【国籍】 《会報物語 その6》 在日朝鮮人が他の外国人と結婚すると 
　在日韓国人二世の筆者はアメリカ人男性と結婚したが、それから形成されていく家

族の将来に大きな不安を感じていた。それから27年経った2019年。現在の心境を筆
者はつぶやく。 
 
【国籍】 続 国籍にふりまわされる 
　約20年前、国籍選択届を出した後でも日本政府から二重国籍ではないか、と問わ
れた若者はアメリカ国籍離脱を実行した。しかしそれは今でも戸籍に反映されていな

い。 
 
【帰化】 一度出した帰化許可を取り消した例はない 
　タイトル通り、一旦帰化決定が出されれば取り消されることはない、という事実 
 
【生活】 スウェーデン：二つのクリスマス行事 
　スマートな煙突掃除屋さん／家中総出で一年間のキャンドル作り 
 



【入管】 新入会員自己紹介 ＆ 初入管体験記 
　今年秋にマレーシア女性と学生結婚したが、入管から言われた「扶養義務」の壁の

前に、果たして妻を日本に呼び寄せることが出来るかどうか、不安な思いで年を越す

筆者。 
 
【地域の会】 東日本 秋の定例会報告 
　11月24日新宿御苑に6人集合、楽しいひと時を過ごした 
 
【編集後記】 
　会報原稿募集／執筆、投稿の皆さんへ感謝 

 
 

 

AMFデジタル 3号　(2019年10月)　 

 

【表紙】 ナミビア：砂の砂漠 

【紀行】 ナミビア ― 世界で一番古いナミブ
砂漠 

　アフリカ南西部にあるナミビアには二つの

砂漠（ナミブ・カラハリ）が南北に走る。ナ

ミブ砂漠は世界最古でユネスコ世界遺産に指

定されている。砂の砂漠、岩石砂漠から構成

され、それぞれの美に魅了されるが特に日の

出・日没は秀逸だ。 

【国籍】 11月10日ZOOM講演「ある国際家族
のビザと国籍の旅」 

　外国国籍を取得した後でも保持したまま日

本への帰化が可能である、という実例を示し

たもので、プライバシーを考慮して会員限定

とする。講師との質疑応答時間もある。 

 



 
【歴史】 映画「主戦場」論争を巡って 
　日系アメリカ人監督が製作した映画「主戦場」は、慰安婦問題を中心とした過去の

事実に関して対極的な見解をもつ日本人・外国人たちの証言の綴ったドキュメンタ

リー仕立て。 
 
【アート】 「あいちトリエンナーレ2019」によせて （1) 
　「表現の不自由展・その後」のいきさつ。去年から見に行くのを楽しみにしてい

た。開幕後すぐ抗議電話殺到で大混乱に。実際の現場はどうなっていたのかの現地ル

ポ。 
 
【子ども】 ハーグ条約情報セミナー＠ブリュッセル 
　在ブリュッセル日本大使館におけるハーグ条約についてのセミナー報告。外務省領

事局ハーグ条約室で実際のケースを扱っている講師が、国際離婚に伴う実子の移動に

ついての具体例を想定して、支援の申請の流れ等を説明。 
 
【国籍・税】 アメリカのFATCA : 国により違う対応 
　世界中の自国民に所得申告を課しているアメリカ。特にFATCA導入後、アメリカ
との二重国籍者には厳しいものとなった。ヨーロッパでの様々な影響。日本は？日本

政府は日米二重国籍者には銀行に個人情報を提供させる措置をとった。拒否すれば口

座開設は不可能である。 
 
【国籍】 国籍にふりまわされる 
　筆者は国籍法の曖昧な理解のまま過ぎてしまった時間を惜しむ。今こそ選択制度か

ら、外国籍取得が日本国籍喪失につながる法律へ比重をかけるべき、と思う。 
 
【調査】 複数国籍「国民の受け止めは寛容」 
　佐々木てる氏チームは9月9日「国籍についてのWEB意識調査の結果」をプレスリ
リースとして発表した。毎日新聞は後日佐々木氏にインタビューをして、さらに濃い

内容のものにした。 
 
【裁判】 国籍はく奪条項違憲訴訟　第6回　10月10日報告集会レポート 
　前回の裁判所の態度から結審が近いかと思われていたが、実際は次々回以降の話が

出て、更なる当事者の聞き取りについての言及があったところから、地裁での裁判は

まだ続いていきそうである。 
 
【写真】 花火 2019 
　8月11日恒例の淀川花火を定点撮影 6枚 
 
【新入会員のご紹介】 新しい4人の仲間を迎えました！ 
 
【子ども】 東日本定例会報告 「父親の視点から見た異文化の子育て」 
　二人のお父さんが語る。Sさんは主に息子さんがたどった学校の履歴について。海
外で暮らした期間も含めて、常にその時々の息子さんの状況に応じて判断しながら学

校を選んだことを話された。Yさんは、ロシア人の妻が快適に生活できる環境づくり



と3人の子どもたちの学校にも保護者として積極的に関わっている様子を話された。 
 
【国籍】 私のお勧め　新刊『二重国籍と日本』筑摩書房 
　9名の執筆陣の中には、AMF会員馴染みの名前が並ぶ。 
第一部【蓮舫氏問題を考える】では蓮舫氏問題すなわち台湾・日本の国際結婚の子ど

もの国籍を考えるもの、第二部【国籍と日本人】では現在東京地裁で進められている

国籍法11条1項違憲訴訟関連のものである。 
 
【社会】 スウェーデンで献血をする 
　スウェーデンの田舎の暮らしを綴る人気ブログ。献血という行為にも社会的責任が

伴うことを実感させられる例。 
 
【紀行】 モーリシャスの思い出 
　インド洋に浮かぶ小さな国モーリシャス、そこでの新婚生活や出産、そして身近に

いた善意に溢れた人々との8年間の滞在を思い出の写真を見ながら懐かしむ。 
 
【歴史】 私のお勧め　 
ドキュメンタリーアニメーション映画「対馬丸　さようなら沖縄」 
　第二次世界大戦中沖縄から本土に学童疎開する子供達を乗せたまま、アメリカ軍の

潜水艦に攻撃され沈没した「対馬丸事件」のドキュメンタリー映画。 
 
【地域の会】 東日本秋の定例会は、恒例の新宿御苑散策 

 
 

 

AMFデジタル 2号　(2019年7月)　 

 

【表紙】 英国風庭園 

【序文】 英国風庭園でのボランティア体験 

　ロンドンには小さなチャリティーをサポー

トする機関があり、ある個人宅のオープンハ

ウスの支援に参加した 

【運営部】 運営部ニュース 

　活動資金分配の日程／今年度の年会費納入

について／運営部オーガニグラム／交流団体

の会報見られます：現在の交流団体紹介と、

交流の内容／これからのZOOM予定：8月、10
月にゲストを迎えてミーティングを企画中 

 



 
【国籍】 国籍を巡る話題 
　「そっと」外国国籍取得：日本より遠い外国でそこの国籍を取ったとしても、日本

政府にはわからないのでは？と思う方へ。各国がネット官報に帰化者の名前を載せる

ようになって以来、それは不可能になったらしい事実／”晴れて生涯”二重国籍：ある
日本人がアメリカに渡り、市民権を取り、日本国籍を喪失した。彼は日本に帰国して

から日本国籍を取り、その後国籍選択届を出して「国籍選択」の4文字を戸籍に記載
させることができた／米国：知っておきたい法律。子供が18歳以下であるうちに片
親がアメリカに帰化すると、子どもは「自動的に」アメリカ市民権を得る 
 
【裁判】 国籍はく奪条項違憲訴訟を巡って 
　第5回公判と報告集会：6月27日の公判は、結審が近いのでは、と思わせる雰囲気
があった。次回は10月10日11：30～東京地裁703号室／山田鐐一氏と木棚照一氏：
過去にAMFでは山田氏に大変お世話になったが、会場にはお弟子さんである木棚氏
の存在があった／木棚照一氏のブログ：専門家向け文章ながら、なぜこの法律に私た

ちが違和感を持つのか、ストンと腑に落ちるものがあった 
 
【運動】 スリリング！ クラウドファンディング 
　目標額百万円達成！上記裁判の支援者団体は、クラウドファンディングで目標百万

円の寄付を呼び掛けていたが、最後の2日間で70万円以上集まり、目標を達成でき
た。 
 
【グループ紹介】 ドイツで子育て・ドイツの教育・言語・継承語・国籍 
　投稿「日本的？いやドイツ的？！赤裸々トーク」 ドイツにすむ筆者が、学生時代
友人たちと交わした会話を振り返る。 
 
【入管】 《会報物語 その3》 指紋押捺拒否運動 
　会報1982年28号は指紋押捺拒否運動特集だ。当時夫が運動に参加していて、明日
やもしれぬ逮捕に臨月の妻は戸惑い、近所の人は騒ぐというまさに運動が生活の中に

あったことを振り返る 
 
【IT社会】 ホロコーストとインスタグラム 
　ホロコーストからすでに70年。今の若い人にこの事実を伝えていくことは難し
い。それならインスタグラムの手法ならどうか？とある父娘がそれを試した。反応は

賛否両論様々だが、事実として若い人たちが食い入るように画面を見つめている。

フォロワーも1700万人に達した。今後の情報伝達手段として有望であると思う 
。 
【教育】日本：子どもの教育にまで及ぶ外国人差別 
　韓国で外国人の子どもを学校に受け入れる時、手厚い保護がされることを目のあた

りにした／日本：長年外国人問題と取り組んで来られた田中宏氏により、9年間も朝
鮮学校への財政補助は凍結されている事実が判明した 
 
【台湾】 台湾の銀行の新規口座開設と日本のマイナンバー記載問題のその後 
　今年3月20日投稿した「台湾の銀行口座新規開設に日本のマイナンバーを要求され
る問題について」、進捗状況を説明。対策は示してもらったが、うまくいく場合もあ



ればいかない場合もあるようで、今後更なる注意が必要だ 
 
【国籍】 《大坂なおみ現象》その3 
　大坂選手の問題は「暗黙の了解」で収めるほうがいい。現行の国籍法の持つダブル

スタンダード（重国籍は認めない。しかし実際は発生するので対処療法をする）は本

人にも迷惑であり、一般人もその判断に迷うものである 
 
【選挙】 スウェーデンの選挙　投票&結果 
　スウェーデンに住み始めて初めての投票体験。施錠された投票箱ならぬ平箱に票を

並べるシステム 
 
【IT社会】 《私のおススメ》電子書籍販売比較サイト 
　ドイツから日本の電子書籍を購入。多くの販売業者のサイトを試した結果のまとめ

／オマケ：紙の本が好きな人向けの情報も 
 
【会の紹介】 京都YWCA APT　外国人の支援、28年目の曲がり角 
　外国人の支援、28年目の曲がり角。1991年発足以来外国人たちに支援の手を差し
伸べてきた。月日と共に外国人たちの抱える問題も少しずつ変わってきて、世代別問

題も多岐にわたるようになった。しかしスタッフの人材不足は深刻で、解決を探しつ

つ業務にあたっているのが現実だ 
 
【地域の会】 9月東日本定例会 
　「父親の視点から見た異文化の子育て」実際に子どもたちを育てた父親たちの話／

日時：9月21日（土）13:30～16:00　場所：池袋IKEBIZ 

 
 

 
 



 

AMFデジタル 1号　(2019年5月)　 

目次・上 

【表紙】 《写真アルバム》　テーマ「四月」 

【運営部】 序文　四月によせて 

　テーマ「四月」によせて／日本の桜／表紙

写真のキャプション 

【健康】 《親の健康と生活》その1　 

　私の母の場合：独立型ホームに入居／トー

クトークZOOM「親の健康と生活」第1回／誤
嚥性肺炎にご注意を 

【年金】 《国際家族のライフスタイル》　実
は受け取れるかも！　あなたの日本の年金　

もう1度チェックを　 

　年金社会保障協定について最近の情報 

【出入国管理】 《会報物語 その2》 入管での
バトル 

　1982年日本人配偶者資格を一番に取得した
際の入管でのバトル／30数年ぶりにあの頃を
振り返って 

 



 
【言語・教育】 《言語を伝える》海外日本語継承部会 
　MHB海外継承日本語部会のご紹介 
 
【会の紹介】 国籍法11条改正を求める有志の会 
　会の紹介／署名の結果報告／クラウドファンディング立ち上げのお知らせ 
 
【裁判】 "国籍はく奪条項違憲訴訟（国籍法11条1項違憲訴訟） 
　5月9日第4回公判と報告集会／弁護士の紹介記事（朝日新聞） 
 
【国籍】 重国籍の発生する理由はこんなにある　 
　C.ゴーン夫妻の報道をきっかけに、重国籍の発生する理由を専門家が説明する 
 
【国籍】 アメリカ：二重国籍の概念、市民権の離脱手続き 
　在日米大使館領事部のホームページ 
 
【社会】 《大坂なおみ現象》その2　 
　ちぎりとられたダイバーシティ――大坂なおみ選手が可視化したもの 
 
【運営部】 ZOOMって楽しい！ 
　トークトークZOOM「世界の庭」5月18日 

目次・下 

【運営部】 新生AMF誕生！ 

　会の構成、これまでの経過、運営部の構成、ZOOMとFacebook 

【文化】 《わたしのお薦め》 

　漫画『アフリカ少年が日本で育った結果』毎日新聞出版 

【ジェンダー】 上野千鶴子さんー東大での祝辞 

　東大入学式：女子学生へ向けた型破りの祝辞／予想外の反響について語る／東大新

聞のアンケート結果 

【女性史】 《からゆきさんシリーズ1》　シンガポール日本人墓地　 

　昔からあった海外「出稼ぎ」女性の墓を訪ねる 

【家族】 《私たち地球家族》　流れ流れて……　 

　夫の転勤に伴って一家5人世界中を回った後、ついに見つけた定住地スイス 

【地域の会】 東日本7月定例会 

　7月15日（月・祝）Biz (としま産業振興プラザ）美術室　海外会員との交流会 



【運営部】 新入会員自己紹介　4人 

【運営部】 2018年度会計報告 

　西日本、東日本、海外まとめ　＊総合部まとめ 

【地域の会】 東日本総会報告 

　カンパ2018年度分追加 

【地域の会】 西日本総会報告 

【地域の会】 オランダの会名称変更 

　オランダ・かもめの会　Kamome no kai - AMF Holland 

【運営部】 各種事務的お知らせ 

 
 


