
5 月 30 日の日秘百周年病院の定礎式には、日本の元首

相で日秘議員連盟会長の海部俊樹氏ら多くの来賓が参

列した。 

1899年に太平洋を渡りペルーに渡航した第 1回日本人

移民 790 人に敬意を表し、ヘスス・マリア区カンポ・

デ・マルテに日秘友好のシンボルである橋の記念モニ

ュメントが作られた。モニュメントを覆う瓦には彼ら

一人一人の名前が日本語とスペイン語で刻まれてい

る。 

日本人ペルー移住 100 周年記念行事 

日系ペルー人史の一つの節目にあたる 1999 年の日本人ペルー移住 100 周年は、年間を通じて 135 のさまざまな祝賀

行事が執り行われ、関係諸団体や多くの方々の参加と協力により盛況を博した。 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 30 日に行われた中央式典では、ラ･ウニオン競技

場に日系ペルー人が多数詰め掛け、また、日本の皇室

より紀子内親王殿下がご臨席されたほか、アルベル

ト・フジモリ大統領らペルー内外の要人が出席した。 

4 月 4 日、国立体育館で行われた市民行進には 40 の

日系諸団体が参加し、プエブロ・リブレ区のプラザ・

デ・ラ・バンデーラでは日本人ペルー移住先駆者に

敬意を表し国旗掲揚が執り行われた 

記念のバッジやキーホルダー 



 1899年 4 月 3日から始まった日本人のペルー移住の

歴史は、2019年に 120年目を迎える。その間の日本人、

日系人の苦労と活躍の模様をつづる移住の歴史を振り

返ってみたい。 

 

史実以前のペルーと日本の交流 

  

ペルーと日本の出会いはいつの頃にさかのぼること

ができるのであろうか。ある考古学者は、ペルーで出土

する土器や副葬品などの形や模様が、日本の同時期に出

土したものと驚くほど似ており、古くは縄文時代から関

係があったのではないかと言っている。また、言語、あ

るいは骨格、祭り、習慣などが日本とよく似ているとい

う。その理由として、日本沿岸を流れる黒潮が、北上し

て、北アメリカの太平洋岸を南下し、南アメリカに至り、

ペルー北部に達しているので、東洋、すなわち日本と南

米大陸のペルーを結ぶ掛け橋の役目を果たしていると

見てもおかしくないだろう。日本とペルーの結びつきは

記録によると、1612 年にミゲル・デ・シルバというス

ペイン名に改称した日本人がスペイン植民地であった

ペルーに渡来したのが最初であるといわれている。また、

江戸時代から明治時代初期にかけて、難船などで、10

人あまりがペルーの地を踏んでいるともいう。 

 

マリア・ルス号事件が条約を結ぶきっかけに  

  

1872年(明治 5年)明治維新政府ができたばかりの頃、

ペルー共和国船籍のマリア・ルス号が清国(現在の中華

人民共和国)の労働者 230 名を乗せリマのカヤオに向か

う途中、日本近海で嵐のために折れたマストを修理する

ため横浜に入港した。乗船していた労働者の一人が逃げ

出し、日本側に助けを求めてきた。船から毎晩のように

大声で泣いたり叫んだりする声が聞こえてきていたの

で、日本側の関係者が清国人から事情を聞くと、マリ

ア・ルス号には奴隷としてペルーへ運ばれる清国人労働

者が乗船していることがわかった。日本側はマリア・ル

ス号の船長に清国人 230 名全員の釈放を命じ、全員を

横浜港に上陸させて保護し、清国に送還した。ペルーで

は怒った農場主が政府に訴え、ペルー政府は日本側に厳

重に抗議するため、翌 1873 年(明治 6 年)特命全権大使

を派遣して、損害賠償と謝罪を要求した。日本側はこの

要求を拒否し、協議の上、ロシア皇帝の仲裁裁判に委ね

ることになった。それまで、日本とペルーは国交がなく、

ここで初めて条約を結ぶことになった。2 年後にロシア

皇帝による判決が次のように言い渡された。「日本が清

国人を助けたのは、国際正義に基づいた大変立派なこと

であり、また当然助けるべきであり、従って日本はこの

事件による損害賠償と謝罪をする責任は一切ない。なぜ

なら、清国と日本は条約を結んでおり、条約締結国の国

民を保護することは当然である。」として、ペルー側の

言い分は全く認めなかった。 

 この事件をきっかけとしたペルーと日本との出会い

は、その後も相互に外交関係を継続し、1899 年(明治

32 年)4 月 3 日の第一回日本人ペルー移住の歴史につな

がっていった。 

 

第一回の日本人のペルー移住にいたるまで 

  

日本人がペルーに移住するきっかけは、田中貞吉氏の

努力に負うところが大きい。田中貞吉氏は山口県出身で、

海軍の留学生としてアメリカ合衆国の電信学校に 8 年

間留学した。学友に、後のペルー大統領となる、アウグ

スト・レギアがおり、田中氏がペルーで日本人移住契約

をする時に、レギア大統領の絶大な支持と理解と援助を

得ることができた。 

 田中氏は、日清戦争後、北米から南米各国の移住事情

を視察してまわった。当時の日本は、近代化を進めてい

たが、未だ働く場所が少なく、アメリカ本土やハワイへ

出稼ぎし、お金を貯め、日本に戻って生活を築き直そう

と考える人が大勢いた。しかし、短期間で 3万人以上が

アメリカへ移住したため、それ以上の受け入れを拒否さ

れた。その時に、日本人を受け入れてくれたのがペルー

だった。田中氏は、さっそく移住契約について現地の資

本家と協議し、砂糖きび農園主と次のような条件を取り

決めた。 

１． 労働契約期間は 4 年間とする。 

２． 日給、1ソル 20センティモスを支給する。 

３． 日本からペルーの上陸港までの渡航費および経費

120 周年を迎える日本人のペルー移住の歴史 



は日本側の負担とする。 

４． 移住者受け入れに必要な住居、医療施設、労働に

必要な器具は雇用主側で整備する。 

  

 

このことを日本政府は大いに歓迎し、直ちに公使をペ

ルーに派遣して日本人のペルー移住の段階までこぎつ

けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回渡航５０周年記念 

 

日本人のペルー移住第一回渡航の実現 

  

田中貞吉氏の努力が実り、1899 年(明治 32 年)2 月 28

日に横浜を出港、4 月 3日にカヤオに入港した「佐倉丸」

で「第一回契約移民」として渡航したのは山口県や新潟

県からの 790 名であった。直ちに雇用契約先の 11 の耕

地に配属されたが、慣れない土地で、しかも初めに思っ

ていた志とは違い、途中で帰国したり、あるいは事業を

失敗したりするなど、苦労した人たちが多かった。初め

の 1 年で、143名がマラリア、赤痢、腸チフスなどで死

亡したと伝えられている。第一回渡航者の病死者は 200

名を超え、帰国者は 220名にも上った。 

 第一回移住者の成績はあまりよくなかったが、この頃、

田中氏の学友のレギア氏がカニェーテ耕地の支配人に

なっていたので、第二回渡航の調印はスムーズにできた。

第二回移住は、1903 年(明治 36 年)に 1080 名余りが渡

航、二回目は家族移住者が多かったため、ほとんどが契

約期間終了まで勤続した。 

ペルーに渡航した人々は、労働についての考え方や生

活様式、また気候風土が日本とはまったく違っており、

思うように仕事が進まなかったり、強盗や泥棒に襲われ

たりするなど、初期の頃は、大変苦しい生活をしなけれ

ばならなかった。それでも、困難に耐え抜いて一生懸命

働き、やがてペルーの人々から認められて、順調に生活

できるようになった。 

農園での労働契約期間が過ぎると、貯えを元手に、都

会へ出て商売を始めたり、日本へ帰国する人もいたが、

大多数の人は引き続き農業を続けたり、工場労働者とな

ったりして、ペルーに残り、ペルー人と一緒に生活をす

るようになった。 

第三回目からは、4 年間の契約期間は長すぎるので、

6 ヶ月に短縮されたが、6 ヶ月はあっという間に終わっ

てしまい、次の仕事の準備ができず、手っ取り早く家庭

労働につく人が多かった。この頃になると、移住者は耕

地から都会へ、契約労働から自分の技能やアイデアで、

小さくとも自分の店を、せめて屋台でも出すことを望み、

例えば商売、すなわち、氷かき、あめ売り、あるいは大

工、理容師などの仕事で自立することを望んだ。努力し

て成功したいと望むことが、この当時の移住者にとって

の大きな希望であり、なによりの励みであった。日本人

のペルー移住の発展と成功が芽生えた転換期は、第三回

の移住者からであった。明治末期から大正 6～7年(1917

～1918年)頃まで、1年間に 3000名もの移住者があり、

大正 12年(1923年)の契約労働移住者制度の廃止まで続

き、それ以降は自由移住者として渡航した。1923 年(大

正12年)までの102回の航海で男性15655人、女性2302

人、子供 207 人、合計 18164 人が，農園や工場労働者

としてペルーに渡航した。 

日本人は、一生懸命に働くとともに、子供たちの教育

にも熱心で、リマから離れた田舎の農場にさえも、小さ

いながらも日本人学校を建て、次の世代の日本人を育て

ることに努めた。1940 年頃には、ペルー全土に 50 校

もの日本人学校があったと伝えられている。 

 

排日運動－日本人の商店が襲われる 

 

1923 年以降は、家族や知人を呼び寄せてペルーに定

住する人が増え、日本人社会は大きくなり、現在日系人

は約 10万人と推定されている。一生懸命働く日本人は

「やっかみ」を受けて迫害されたり、大地震(1940年・

カヤオ沖地震)で被害を受けたりの苦難を乗り越えた。 

昭和 15年(1940年)5 月 13 日午前 10時頃、リマ市内

の日本人経営の喫茶店に、突然一団の暴徒が押し寄せ、



テーブルや椅子などを手当たりしだいに壊し、略奪を始

め、店主は危険を感じ避難した。この暴動はまたたく間

にリマ全市に広がり、日本人の店とわかると、暴徒が押

し寄せた。被害は住宅にも及び、暴徒が立ち去った後は、

まるで空き家のように何も残っていなかったと伝えら

れている。こうした日本人だけを対象とする暴動が 4～

5 ヶ月も続いた。こうした、不安な日々を送っていたと

きにカヤオ沖大地震が発生した。この地震を境に、略奪

騒動は完全に鎮静したという。しかし、略奪のために再

起不能となった移住者は、友人や知人の援助で日本に帰

国せざるを得なかった。 

 

第二次大戦とペルー在住日本人の苦労 

 

昭和16年(1941年)12月7日(日本時間8日)午後3時、

ペルー政府は日本に対し国交断絶を宣告した。一方、ペ

ルー在住の日本人、ドイツ人、イタリア人に対し、無許

可の国内移動の禁止、営業権の剥奪、5名以上の集会の

禁止など、日本人の行動を制限する法令が次々と出され

た。また、日本人会や日系団体も解散を命じられ、26

校あった日本人小学校も閉鎖された。すべての資産は接

収され、この日からペルー在住の 3 万人の日本人は、生

活権までも奪われ、さらに各種団体に役員や実力者と見

なされた人々は捕虜交換要因としてアメリカ合衆国へ

送還された。 

このような状況で、苦労を重ねながらも、生活のため

お互いに助け合おうという気運が高まり、ペルー国籍の

二世の名義で営業許可を受ける人たちも多くなり、日本

人社会も落ち着きを取り戻してきた。昭和 18 年(1943

年)後半から昭和 20 年の米軍の沖縄進攻にかけて、日本

の敗戦が色濃くなると、ペルー人の対日感情は同情的に

さえなり、移住者は再出発のスタートラインに立つこと

ができるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

１９３８年 日本へ毛布を送り出す 傷病兵慰問 

 

対日感情の好転と日系人のペルー社会への融合  

 

第二次大戦の結果、ペルー在住の日本人は長い年月を

かけ苦労して築き上げてきた社会的、経済的基盤が崩れ

落ちてしまった。しかし、逆に敗戦で対日感情がよくな

るとともに、在住日本人に対するあらゆる制限が解かれ

た。戦前の自由な状態に戻り、自分の好きな仕事に励む

ことができるようになり、戦前以上にしっかりとした社

会的、経済的基盤を作り上げることができた。また、二

世、三世の成長とともにペルー人社会に深く溶け込んで、

目覚しい活躍をしていった。日系人がペルー社会に溶け

込み信頼されるようになったことには、多くの要因が考

えられるが、そのおもな理由は、以下の通りである。 

◎ 戦後ペルー在住の日本人は、ペルーに永住の決意を

固め、生活向上のため、事業や経済基盤作りに励んだ。

この決心がいろいろな面で、ペルーの人々に理解され、

信頼を得ることができた。 

◎ 日系人の正直さ、勤勉さ、努力家であることが、ペ

ルーの経済、社会開発に大変役立つと考えられた。ま

た、日本との経済、技術協力関係の促進に、日系人が

パイプ役としてペルーに非常に重要だという考えが

高まった 

◎ 日系人と日系団体は、ペルーの公共活動に常に参加

し、協力したことが、ペルー国民から好感と信頼を持

たれ、このような機会を通して、日本の優秀な工業技

術や文化がペルーの人々に認識された。 

 

太平洋クラブの活躍 

 

日系人の心を一つにして立ち直るきっかけの中心的

役割を果たしたのが、太平洋クラブであった。同クラブ

は、ラ・ウニオン総合運動場建設に尽力し、日系人に発

展の機会を与えた。1950 年に設立された同クラブの趣

旨は「日系社会の発展と子弟の健全な成長を図る」こと

であった。 

終戦直後の在留日本人は、敗戦のショックで、先行き

についてまったく予測がつかず、舵を失った漂流船のご

とく、波に漂うばかりであった。この時に立ち上がった

のが、一世の中堅クラスのグループで、これが太平洋ク

ラブの設立母体となった。グループはスポーツに熱心な



活動的な実業家たちで、スポーツ団体を結成し、スポー

ツ振興を通じ日本人社会に活力を取り戻し、戦争中の空

白を埋めることを意図した。1950 年頃から、二世の世

代が次第にペルー社会で活躍するようになってきた。こ

の人達は積極的にペルー社会に溶け込み、誠実かつ勤勉

な姿からペルーの人々に信頼され、工業、商業、スポー

ツなどのあらゆる分野で活躍し、指導者となる人も生ま

れた。二世は日本人の子孫であると共に、ペルー市民と

してのしっかりした気持ちを持っていたので、ペルーの

人々から認められたのである。現在では三世、四世の時

代に移りつつあり、日系の人々は、今後もますますペル

ーのために貢献していくことであろう。 

 

日本で働く日系ペルー人のための中信協「キョウダイ」 

 

「南米の失われた 80 年代」といわれる 1980 年代の

経済的混乱はペルーでも例外ではなく、多くの日系人お

よび家族が仕事を求めて日本に渡った。ペルーの三つの

日系貯蓄信用協同組合「パシフィコ」、「アエル」および

「アバコ」が、1989 年に日本へ出かける多くのペルー

人を支援するため、非営利団体「中央貯蓄信用協同組合

キョウダイ」を設立、発足させた。日本に居住するペル

ー人に継続的な支援をすると共に、ペルーに居住してい

る日系人に対しても各種の行事、催事を主催、後援ある

いは寄付などの支援活動を行うようになった。日本在住

の出稼ぎペルー人と、ペルーの残留家族に、別居による

不自由や不便を軽減するため、種々のサービスを継続的

に提供している。例えば、定期刊行物の発行による情報

提供、社会文化活動としてのイベントの開催、ペルーの

雑誌、新聞あるいは食品の販売、子女のための通信教育

までも斡旋しているが、最重要業務はペルー人への送金

補助サービスである。キョウダイ社に加盟する三つの貯

蓄信用協同組合は、それぞれ組合員の利益のため、個別

に業務を推進しているが、三組合の合計は、ペルーの金

融市場で大きな比重を占めている。キョウダイ社の傘下

には次のような系列会社があり、相互に連携し、グルー

プの強化を図り、多くの人々にサービスを提供している。 

○ パラカス・ツアー社 

国内、海外旅行代理店。 

○ キョウダイ・トレーディング・コーポレーション

株式会社 

○ コペルニックス・ジャパン株式会社 

この二社は、ペルーと日本に設立され、両国間での

商品の輸出入取引を行い、貿易取引の拡大を図って

いる。特にペルーの輸出適格品の開発に積極的に取

り組むことを目指している。キョウダイ・トレーデ

ィング社は、繊維、食品、貴金属製品などペルーの

天然資源を利用した付加価値商品に、日本からの最

新技術を導入し、品質・価格の両面で競争力の向上

を図っている。コペルニックス社は、日本の流通業

者への販売窓口として、ペルーの輸出拡大に貢献し

ようというものである。 

 

○ キョウダイ不動産株式会社 

組合員の住宅購入の斡旋と融資、付随のサービスを

提供している。 

 

キョウダイ社は、その本来の設立目的を果たしながら、

投資を通じて、あるいは具体的なプロジェクトを推進し

つつ、常に未来に向かって歩み続け、ペルーの発展に寄

与しようと努力しており、まさに今日のペルーを背負っ

て立つリーダー機関である。 

 

こぼれ話 47センティモスでこんなに遊べた 

大正 4年(1915 年)頃のこと、日本から移住してきた独身の日本青年が友人と二人で日曜日にリマ郊外のプンタとい

う海水浴場に遊びに出かけた。用意したお金は 50 センティモス。二人は、リマ市内のエキスポシション駅からコルメ

ナ駅乗り換えでカヤオ行き電車に乗った。目的地のプンタ海水浴場に着き、泳いでお腹が空いたので、付近のレスト

ランで満腹になるまで食べ、一休みの後、海に飛び込んだ。夕方の電車でリマに戻り、コメルナ付近の散歩を楽しん

だ。また、お腹が空いたのでキルカ街のレストランでの豪華な夕食で満腹にし、電車に乗って帰宅した。一日中遊び

まわって疲れたのでベッドに入ろうと着替え、ポケットをあらためると、まだ 3 センティモスが残っていた。 

明治 32年(1899年)第一回の移住契約当時の日給 1ソル 20センティモスが、気候、居住地の環境、仕事の内容の厳

しさを別にすれば、いかに高額だったかうかがえる。 



日系人初の大統領  

アルベルト・ケンヤ・フジモリ  

 

大学教授として  

 

1971 年、母校の国立農科大学の教養学部で数

学の教鞭をとることになった。カンニング等の

不正には厳しく臨み、フジモリ教授の授業に合

格するのは、かなり難しかったようである。反

面、学生の努力は十分に評価し学生たちからも

信頼されていた。1975 年には同大学の学部長に

昇進し、1985 年には学長に就任した。  

 

大統領への道  

 

1989 年に政党「カンビオ 9 0
ノベンタ

」を無党派の学

者らと共に結成し、政界入りをした。1990 年の

大統領選挙では、日系人のイメージと重なる「誠

実、勤勉、技術」のスローガンを掲げ、国民に

訴えかけた。1990 年 7 月 28 日、52 才の誕生日

に国民の厚い期待を背負い、第 75 代大統領に

就任したのである。1995 年、圧倒的な支持を受

け、再選を果たし、２期目の政権を担当してい

る。1996 年 12 月にトゥパク・アマル革命運動

による日本大使公邸人質事件が発生した。1997

年 4 月にペルー軍コマンド部隊が公邸に突入し

て解決した。2000 年、大統領選挙に立候補し過

半数を獲得、三選を果たした。  

 

大統領辞職   

 

2000 年 9 月、フジモリ大統領の側近によるス

キャンダルをきっかけにフジモリ大統領の疑惑

も浮上する。11 月、APEC 首脳会議に出席のた

めペルーを出国し来日した際、大統領辞任の申

し出をし亡命した。2007 年 9 月、汚職などの嫌

疑でチリにて身柄を拘束され、そしてペルーへ

身柄を引き渡された。12 月の初公判で、フジモ

リ氏は無罪を主張した。

 

 

 



リマ日本人学校と日系校の紹介  

 

海外日本人学校  

１９６５年頃から、日本の政治、経済、文化の国

際化が進むにつれて、日本の海外進出企業や政府

機関の駐在員、その他、海外に長期滞在する人が

増加した。子女教育問題で心配することなく、家

族揃って赴任できるようにとの願いから、海外日

本人学校（在外教育施設）設置が実現し、その数

は年ごとに増加している。現在、日本人学校は海

外進出企業をはじめとする諸法人の努力と政府の

援助により、世界各国に８４校（児童生徒数

19,469 名）が設置されている。また、補習授業校

195 校の小・中学生の合計は１９，７２３人とな

っている。（２００７年１１月現在）海外赴任が決

定したとき、最も心配なことの一つに、子女の教

育問題があるが、赴任先に日本人学校などの在外

教育施設があれば、安心して家族揃って赴任でき

る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リマ日本人学校   ASOCIACIÓN “ACADEMIA DE CULTURA JAPONESA”  

所在地             Calle Las Clivas No.276,Urb. Pampas de Santa Teresa, Surco, Lima 

敷地面積     7407 平方メートル  

建築面積     2380 平方メートル  

構造       鉄筋コンクリート造 校舎棟  ３階１棟 20 室、管理棟  ２階１棟６室、 

         体育館兼講堂 平屋１棟  

教職員数     派遣教員８名、現地採用職員７名、合計 15 名  

在校生      小学部 30 名、中学部６名、合計 36 名  

                  （教員数、在校生徒数は 2018 年５月３日現在）  



リマ日本人学校の歩み  

 

年 度  沿             革  

1965 年  

1966 年  

1967 年  

1968 年  

1969 年  

1970 年  

1971 年  

 

1978 年  

1980 年  

1983 年  

 

1984 年  

1985 年  

 

1989 年  

1990 年  

 

1992 年  

1997 年  

 

1998 年  

1999 年  

2000 年  

2008 年  

2009 年  

2010 年  

2011 年  

2012 年  

2013 年  

2014 年  

2015 年  

2016 年  

2017 年  

2018 年  

プラント協会吉田方明氏が自宅で児童２名の学習会を始める。  

大使館を通じて、日本語教育施設の設置を日本政府に陳情。  

日秘文化会館に学習場を移転、外務省より講師１名の補助を受ける。  

外務省より講師派遣決定の通知。  

ＰＴＡ発足。第１回卒業式、小学部５名。  

外務省より教諭２名派遣。在校生徒数 45 名。リマ日本人学校と命名。  

ASOCIACIÓN ACADEMIA DE CULTURA JAPONESAとしてペルー政府の認可取得。児童生徒
数が増加、学校としての教育環境も充実。  

リマ日本人学校開校 10 周年記念式典を挙行。記念誌「アンデス」を発行。  

リマ日本人学校の新校舎建設委員会が発足。  

校舎建築計画書を作成、外務省へ提出すると同時に、進出企業並びに関係機関に
寄付協力を依頼。  

日本政府より校舎建設に対する補助金が認可され、着工、落成。  

１月に長年に渡りお世話になった日秘文化会館の校舎に別れを告げ新校舎に移
転。新校舎落成記念誌「リマ日本人学校 16 年の歩み」を発行。  

リマ日本人学校 20 周年記念し「アンデス」第２号を発行。  

社会科副読本「コノスカモス・ペルー」作成  

中庭にブランコ等の屋外遊具施設設置  

「コノスカモス・エル・ペルー」発行  

MARTA による大使公邸人質占拠事件のため３週間臨時休業  

バレーボール・テニスコート完成  

開校３０周年記念式典、植樹、記念誌発行  

「日本人ペルー移住百周年記念式典」に参加  

中南米校長会議リマ市にて開催  

開校４０周年記念式典、野口氏絵画寄贈、記念誌発行  

プール底・側面タイル取付改修工事完成  

中庭テント取付工事完成  

教室棟・管理棟・体育館内部補修工事完成  

フェンス補修・遊具整備  

火災報知器・煙探知機設置  

秋篠宮同妃両殿下来秘歓迎行事参加、ホームページ全面改定  

体育館配電盤・校舎アルミサッシ補修  

水落文部科学副大臣来校  

スクールバス２台を業者委託に変更  

開校５０周年記念式典、記念誌「アンデス」発行  



 

 

子どもたちの成長過程で、外国の文化に直接触

れる機会を持つことは、本当の意味で国際性豊か

な人間を育てることにつながる。日本人学校の教

育課程は、日本国内とほぼ同様である。日本の教

育関係法令に準拠して、国内の小・中学校と同様

の教育内容で実施されている。  

従って、帰国後の中学校や高等学校の受験など

についても、国内にいる場合とほとんど変わらな

い。  

 

日系校の紹介  

  

日本人の長所は、教育に関心が深いことである。

日本人はペルーに移住してすぐに、リマ市から遠

く離れた場所にまで日本人学校を建て、子供たち

に対する教育をおこなった。1908 年（明治 41 年）

から 1940 年（昭和 15 年）までに、ペルー国内に

50 校の日本人学校が開校され、内 26 校が第二次

世界大戦開戦まで続いた。戦時中、各地の日本人

学校は､ペルー政府の命令で閉鎖させられたが、な

んとかして子供たちの教育を続けたいとして、開

戦当初の混乱が落着くと、小規模ながら日本語塾

を開き、日本語教育を再開した。  

 戦後の一時期は、子供たちに日本語を教えるよ

りは、スペイン語や英語を十分に勉強させる方が

良いと考える入たちが多くなったが、日本が目覚

ましい復興を遂げた 1950 年以降、日本語が見直

されるようになった。  

 現在、リマ市とその周辺の日系校 6 校が日系人

の子供たちを優先的に入学させている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年度（平成 30 年度）リマ日本人学校入学式  

 

日系校名・創立年月日・概要  

 

サンタ・ベアトリス  

時習寮として 1928 年 4 月 19 日に創立。生徒

数の増加で収容不能のため、1975 年に小学部

を分離し、幼稚園として再スタートした。  

 

ラ・ウニオン校  

サンタ・ベアトリス校の見識を収容するため、

1972 年 3 月 14 日に創立。  

 

ラ・ヴィクトリア校  

1948 年 3 月１日に創立。幼稚園部を併設。  

 

ホセ･ガルベス校  

加港 (カヤオ )日本人学校として、 1926 年５月

５日に創立。  

 

ヒデヨ・ノグチ校  

チャクラ・セロ校として 1965 年 3 月１日に創

立。  

 

インカ学園  

リマ北方 100km のワラル地区に 1982 年 3 月

12 日に創立。  

 



日本国大使館 

 

マグダレナ・デル・マル区ハビエル・プラード・オエステ通りに在ペルー日本国大使館がある。日本

国大使館は、ペルーにおける日本政府の代表機関として、日本国と邦人の利益の保護を図りながら、日

本、ペルー両国の友好、協力など正常な関係の維持や推進のため、幅広い分野にわたって、様々な仕事

を行なっている。特に、ペルーは 1873 年、中南米では最初に日本との外交関係を締結した国であり、

その歴史は古い。現在でも多くの日本人移住者や日系人が住んでおり、日本にとっても関係の深い国で

あるため､大使館の役割は重要である。 

  

 

                       

 

 

日本国大使館の主な業務 

 

１．ペルー共和国の調査 

ペルーの政治、経済、社会等の情勢の調査と日本への報告 

 

２．経済・技術協力（資金協力、調査団・専門家・青年協力隊の派遣、研修員の受入れ、機材供与等） 

協力案件の発掘・選定、協力の実施、フォロー・アップ等のためのペルー側及び日本側協力実施機関（JICA 等)

の指導・監督 

 

３．相互理解の推進（広報・文化活動） 

日本の政策、政治、経済、その他の一般情勢についての紹介（講演、映画、各種資料） 

日本文化の紹介（講演、映画、展示、公演など各種催事の開催等） 

各種招待企画（各界リーダー、マスコミ関係者、青年等の日本への招待） 

 

４．領事事務 

在留邦人の保護、戸籍等の証明事務、旅券・査証の発給、日本人学校への支援・指導・監督 

 

 



日秘文化会館(神内センター) 

 

建設  

  

第二次世界大戦後、在留邦人に対する制約が 

緩和されるのに伴いペルーの日系人組織は、福祉

事業として 1952 に体育振興のためのラ・ウニオ

ン総合運動場を完成させた。引き続き、日秘文化

会館の建設のため、1962 年に会館建設委員会を設

け、資金調達運動に取りかかった。ペルー政府も、

この運動に好意を寄せ、接収した日本人小学校の

代償として、旧競馬場跡を提供した。また、日本

政府からの建設費補助金による援助や日系人及び

進出企業、団体などの寄付金により事業は急速に

進み、1967 年 5 月 12 日、皇太子殿下ご夫妻（現

天 皇 ・ 皇 后 両 陛 下 ）、 ベ ラ ウ ン デ 大 統 領             

を迎え盛大な落成式が挙行された。  

 

目的  

 

◎在ペルー日本人及び日系人の福祉の増進、文化

的な生活や社会的地位の向上を図り、相互扶助や

困窮者の援助をする。  

 

◎ペルー、日本両国間の学術､文化交流を促進し、

両国民の相互理解と友好関係の増進を図り、両国

の発展に寄与する。  

 

◎全ペルーの日本人、日系人の代表団体として、  

内外の応接をする。  

 この「ペルー日系人協会事業目的」を達成する  

ため、日秘文化会館では、会館内の施設を利用し

て各種の事業が実施されている。  

 

事業・講座  

 

◎毎年 11 月上旬に「日本文化週間」の開催。  

◎地域社会の参加による文化交流事業の実施。  

◎日本語普及事業の実施。  

◎ペルーの各地方巡回による日本文化の紹介と  

 普及の実施。  

 

日秘文化会館（神内センター）で行なわれている  

各種の文化講座は以下の通りである。  

○日本語講座（成人、児童クラス）  

○折り紙教室  

○手芸教室（人形、ぬいぐるみ、人工花製作）  

○編み物教室  

○裏千家茶道  

○囲碁・将棋教室  

○小笠原流生け花教室  

○洋裁教室  

○日本料理教室  

○漫画教室  

 上記の各種講座は日系、非日系を開わず広く 

門戸を開放し、日本語、茶道、書道を除き、非日  

系ペルー人が 60～80％を占めている。この他に  

も各種の講演会、映画会、展示会、発表会、弁論  

大会などが隨時開催されている。  

 

移住史料館  

  

 1979 年、日本人のペルー移住 80 周年記念事業  

の一つとして移住史料館の建設を開始、1981 年 7 

月４日竣工。ベラウンデ大統領夫妻によりテープ  

カットが行なわれた。この史料館は日本人のペル  

ー移住の歴史を伝え、日本、ペルー両国の歴史  

と文化を紹介すると共に、日本人のペルー移住  

に関する内外の文書、資料などを収集、保管して  

いる。日本人のペルー移住後の歴史がよく理解  

でき、日系子弟の移住史研究に大きく寄与してい  

る史料館といえる。  

《開館時問》  

･月曜～金曜  午前 10 時～午後 6 時  

･土曜     午前 10 時～午後 1 時  

･日曜     休館  

 

 

 



日秘文化会館(神内センター)施設の概要 

 

〈１階〉玄関ホール、大展示場、娯楽室、食堂喫茶店、民芸品展示ホール、銀行、神内センター事務室、 

    神内センター小ホール 

〈2 階〉神内センター講習室、カラオケ、習い事教室、日本語教師会事務室 

〈3 階〉講習室、囲碁・将棋クラブ 

〈4 階〉ペルー日系人協会事務所 

〈5 階〉広島県人会 日系婦人会 ペルー叙勲者協会 旧リマ日校同窓会 

〈6 階〉福島県人会 栃木県人会 山梨県人会 熊本県人会 ペルー福岡クラブ 

〈7 階〉山口県人会 香川県人会 鹿児島県人会 エンマヌエル協会 ペルー研修協会 ペルー日本商工会議所 

〈8 階〉エレナ・コハツ図書室、インターネットサロン 

〈9 階〉日本語講座教室 

  

所在地 ：サン・フェリッペ区（旧競馬場跡） 

敷地面積：１万平方ｍ、建物地下 1 階地上 10 階建、総面積 6449 平方ｍ 

 

※敷地内には、1981年 3 月に移住 80 周年祝典委員会が建設、開設した「日秘診療所」がある。 

また、1200名収容の日秘文化会館ホールが 1994 年完成した。地下には柔道、剣道、空手など 

の武道場を備えている。 

※リマ日本人学校が、現在のモンテ・リコに移るまで、1967 年～1985 年の聞、この会館内の施設 

を利用させてもらい授業をしていた。 

                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967年の落成式で皇太子殿下とベラウンデ大統領に付き 

添われテーブカットをされる美智子妃殿下 

 

日秘文化会館(神内センター)外観 

 


