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主催　港区地域振興課国際化推進係　　 お問い合わせ　☎ 3578－2565
共催　明治学院大学「内なる国際化」プロジェクト（教養教育センター・社会学部）

●進行は日本語、英語の同時通訳で行われます。
●一時保育が必要な場合は、下記問合せ先に1月27日（金）までにお申し込みください（先着10名）。

矢野 デイビット                                                                                                             David  Yano

日本人の父とガーナ人の母との間に生まれ、ガーナで起きた盗賊襲撃事件の影響により 6 歳から日本に移住。

学業のほかピアノとサッカーを学び、18 歳まで児童養護施設で育つ。

学生時代からモデルや CM の仕事を始め、「ユニクロ」、「リカルデント」、「エネループ」、「インテル」などの

仕事を経て、「すぽると！」、「世界ふしぎ発見」、「FOOT×BRAIN」、「5 時に夢中！」などテレビ番組にも出演。

その傍ら、好きだったピアノを通して音楽活動をスタートし都内を中心にピアノの弾き語りを始める。

現在ではソロ活動のほか元 J リーガーで作詞作曲家の兄と、薬剤師でもある弟とのユニット YANO BROTHERS

としてもライブ活動を展開。NHK E テレ「ハートネットＴＶ」において 2 度のドキュメンタリー番組が放送。

25 歳の時、ガーナでのストリートチルドレンとの出会いをきっかけに「誰にも守ってもらえない子供たちを

守りたい」という想いを抱き社会活動を始める。自立支援団体 Enije を設立。2012 年に一般社団法人化し、

教育を柱にガーナで学校建設や教育する側の教育、運動会やサッカー大会を行いながら支援を続けている。

また社会問題をテーマにしたトークイベント「箱舟に積むモノ」を主催。

主演を務めたドキュメンタリー映画「ハーフ」以降、主にアイデンティティー、マイノリティー、人種差別、

国際交流、異文化共存などをテーマに全国で多数講演。

明星大学では自立と体験のカリキュラムとして、学生たち主導で Enije チャリティーイベントを運営する教育

を毎年行っている。2016 年 7 月より明星大学客員講師となる。

1981 年 4 月 7 日生まれ
ミュージシャン、タレント、一般社団法人 Enije 代表、明星大学客員講師

矢野デイビット
ミュージシャン、タレント、一般社団法人Enije代表、明星大学客員講師。日本人の父とガー
ナ人の母を持ち、6歳の時に来日、18歳まで児童養護施設で育つ。現在は音楽活動を中心に、
ガーナでの支援など社会活動にも力を入れている。

野沢慎司
明治学院大学副学長、社会学部教授。専門は家族社会学、社会的ネットワーク論。ステップ
ファミリー（親の再婚を経験した子どものいる家族）の研究に取り組む。明治学院大学「内な
る国際化」プロジェクト共同代表。

平成28年度港区国際文化交流のつどい

ミックスルーツってなに？
～国籍を超える新しい文化～

いま日本では「ミックスルーツ」「ハーフ」「ダブル」と呼ばれる、多
様な国や文化に複数のルーツを持つ人々が増えています。彼らが日本
でどんな体験をし、日本をどのように見ているかに耳を傾け、日本が
多様な文化や人々と共生していく道筋を一緒に考えます。

第1部	 映画「HAFU」上映
第2部	 映画出演者矢野デイビット氏と明治学院大学教授
	 野沢慎司氏との対談および来場者との交流

*	*	*	*	*	*
日にち：	平成29年2月11日（土・祝）
時　間：	午後1時～4時15分（開場12時30分）
場　所：	男女平等参画センター　リーブラホール　
	 芝浦1丁目16番1号（みなとパーク芝浦）
対　象：	どなたでも
費　用：	無料　
定　員：	200名（当日先着順）



Organizer/Inquiries: Global Community Planning Subsection, Minato City    Tel: 03-3578-2565
Co-organized by The Internal Internationalization Project at Meiji Gakuin University 
(The Center for Liberal Arts and the Faculty of Sociology & Social Work)

●Japanese and English simultaneous interpretation will be provided.
●For temporary childcare, inquire at Global Community Planning Subsection by Friday, January 27 (limited to the first 10 applicants).
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1981 年 4 月 7 日生まれ
ミュージシャン、タレント、一般社団法人 Enije 代表、明星大学客員講師

David Yano
A musician and entertainer, representative of the general incorporated association Enije, and visiting 
lecturer at Meisei University. Born of a Japanese father and a Ghanaian mother, he came to Japan at 
the age of 6 and lived in an orphanage until the age of 18. Currently focusing on musical activities, 
he also devotes his efforts to social programs including children’s educational support in Ghana.

Shinji Nozawa
Vice President and Professor of Sociology at Meiji Gakuin University, specializing in family sociology 
and social network analysis. His recent studies focus on stepfamilies: families with children who have 
experienced the remarriage of a parent. He is also a co-chair of Meiji Gakuin University’s Internal 
Internationalization Project.
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Minato International Cultural Exchange FY2016

What are “Mixed Roots”?  
~Embracing culture beyond nationalities~
In recent years in Japan, there are more people with diverse roots of multiple 
nationalities and cultures who are represented by terms such as “mixed roots”, 
“half” and “double”. We will gather to listen to their experiences and views 
of life in Japan, and to think about the pathways that help Japan coexist with 
diverse cultures and peoples.

Section 1:  Film showing of “HAFU” 
Section 2:  An exchange between Mr. David Yano (featured in the film to be shown) 

and Professor Shinji Nozawa of Meiji Gakuin 
University. This discussion will be followed by 
an interaction with the audience.

* * * * * *
Date:  Saturday (National Holiday), February 11, 2017
Time:  1:00 pm - 4:15 pm (Doors open at 12:30 pm)
Venue:  Libra Hall, Gender Equality Center, Minato Park 

Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku
Eligibility:  Open to everyone
Admission: Free
Capacity:  200 people (first-come, first-served basis)


