
八王子国際協会 会報 11 号 2010 年 4 月 28 日 

 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   平成 22 年度 委員長 古川 雅雄 

 

この語学シリーズは、大変人気のある講座です。

今までに経験したことはないが、機会があったら是

非興味のある言語を勉強してみたいという市民の

方々に、気軽に学んでいただける入門講座を提供し

ています。受講回数は少ないのですが、その講座を

入り口として言語の大体の感じをつかみ、改めて興

味を持って勉学を深めていただければという思いが、

スタートの大きな理由の一つでした。 

教室のスペースの関係で、毎回、応募していただ

いた皆様全員に受講していただくことができなく申

し訳なく思っております。昨年は、春期講座で韓国

語・フランス語、秋期講座でポルトガル語、冬期講

座でイタリア語を開催しました。イタリア語は、今

まで一度も開催したことがなく、大変な人気で応募

が多数ありました。講師のご協力で午前・午後と２

部のクラスを設けましたが、それでもなお抽選で受

講者を選ばせていただくことになりました。 

どの講座においても、講師の方々は中身の濃い誠

実で熱意のこもった授業で、ときにはユーモアを交

えてわかりやすくご指導いただき、受講生の皆様も

非常に熱心に勉強され、充実した「語学シリーズ」

になっていますことを、委員一同感謝いたしており

ます。 

今年は、５月からの春期講座でスペイン語・中国

語を行いますが、嬉しいことに２つの講座ともに定

員数以上の申込みをいただきました。秋期・冬期講

座については、まだ講師・言語共に未定となってお

ります。また今後は、入門編だけでなく初級・中級

編も視野に入れる方向で、現在検討しているところ

でございます。昨年は１講座１０回でしたが、回数

が少ないという講師・受講生の方々のご意見もあり、

今年より回数を増やして１２回（それでも十分な回 

 

 

 

 

数ではないのですが）とすることにいたしました。 

今後、なるべくいろいろな言語の講座を開講した

いと考えておりますが、講師の確保が非常に難しい

のが実情です。皆様に望まれる語学講座を開講でき

るように委員一同努力してまいりますので、適任の

講師の方がいらっしゃいましたら、当委員会にご連

絡いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この語学シリーズを長い期間開催することにより、

市民の皆様に少しでも多くの国の言葉を学んでいた

だく機会が増えることを期待しております。また、

言語を学ぶことによりその国の人と会話してみたい、

交流してみたい、文化をもっと知りたい等々の興味

が沸き、ひいては八王子国際協会が目指す国際理解、

国際平和に繋がる一助になるのではないかと考えて

おります。  

平成２１年度 語学シリーズ開講実績 

 

 

 

 

 

平成２２年度 語学シリーズ開講予定 

春季 スペイン語 

春季 中国語 

春季 韓国語 

春季 フランス語 

秋季 ポルトガル語 

冬季 イタリア語 

八王子国際協会 
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外国人市民と日本語で語り合いませんか！！        

多文化共生を考える研修シリーズ 

パネルディスカッションを終えて。  

           研修・講演会委員会  齊藤 広子 

今年度の最後を飾って、３月１４日「多文化共生を考

える」パネルディスカッションを開催しました。今回は趣

向を変えて、外国人市民の方々をパネリストにお迎えし

ました。参加パネリストの出身国は、中国、ネパール、ド

イツ、モロッコ、ブラジル、アメリカ、日本の７カ国。 

子育て中のお母さん３名、同じくお父さん２名と子育

て卒業のお父さん２名も加わって、①家庭教育②ご近

所づきあいの二つのテーマでお話をいただきました。

日々を大切にされている爽やかな笑顔が印象的でし

た。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

○家庭教育 

☆塩谷ケリーさん（アメリカ） アメリカの行事は全部実

施し、毎日の家事は子どもたちにさせ、毎日しなくても

よい家事をした場合には、少額のお小遣いを与えて

いる。家の中では英語、外では日本語を話している。 

☆長谷川光子さん（ブラジル） ブラジルで新聞を見た

際、日本の学校にはいじめがあると知り、緊張して来

日した。「ガイジン」と言われ、いじめに遭遇した。しか

し、学校のサポートもあり、子どもを強く育てるために

野球をさせた。高校は野球で推薦され、今は大学生

に成長した。 

☆ウーヴェ マキノさん（ドイツ） 中・高生の部活問題を

提起された。自由時間が少ない。ドイツではもっと自

由な時間がある。しかし、両親の影響は、子どもにどの

程度あるのか、諦めないで子どもを見守っていきたい。

日本のＴＶ番組は悪すぎる。家庭ではドイツ語で話し

ている。 

☆渡辺ファティマさん（モロッコ） モロッコでは、年長者

や教師を尊敬し、言葉遣いにも細心の注意を払う。宗

教上の理由でお弁当を持たせているが、クラスの子ど

もや担任の無理解で辛い思いもされた。柔道を習わ

せ、体力的にも精神的にも強く育っている。ＴＶも許可

なしには見せていない。多言語（仏・英・日・アラビア

語）での子育ても披露された。 

☆シュレスタ バブさん（ネパール） 子どもは親からの

教育が大きい。しかし、日本では残業が多くそれも叶

わない。ネパールでは大家族なのでみんなで食事を

し、話し合い、カギっ子はいない。また、部活で身を立

てる人は２～３％に過ぎないはずなのに、日本では何

故部活が重要視されるのか疑問が投げかけられた。 

☆内堀晴雄さん（日本） 子ども時代、「男が外で働ける

よう家族は協力しなければならない。」とおじいさんか

ら教わった。ご自分は仕事が忙し過ぎて子どもと顔を

合わせる時間があまりなかった。しかし、挨拶だけはき

っちりできる子どもに育てた。就職活動なども、経験上

力になれた。 

☆徐 永貴さん（中国） 帰国者の妻と共に来日され、

心臓外科医の免許をお持ちでも日本では使用できず、

会社員として働く一方、太極拳や気功などで市民の

方々と交流されている。 

○ご近所づきあい 

独身時代、話しかけてもらえなくて寂しかった、日本人

は、家の中に招いてくれない、隣の人は何をする人な

のか分からないことが多い等々、お国の文化との大き

な違いが話されました。しかし、自ら挨拶や声かけをさ

れながら、行事に一緒に参加され友好を深めている

お話もありました。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

国際協会設立のねらいである「多文化共生」。このよう

な機会に多文化を学ぶと同時に、文化を受け継ぐ人々

の魅力を知ることの大切さを痛感しました。脈々と流れ

るその国独自の文化も人々が創り出し、継承されていく

文化。彼の地や遠い歴史にも想いを馳せた２時間でし

た。 

２月に冬季オリンピックが開かれた街バンクーバーは、

「世界で最も暮らしやすい街」と言われています。さまざ

まな文化を持った人たちが違和感なく一緒に暮らし、多

様性こそが魅力と言われている都市バンクーバー。筆

者もバンクーバーを２度訪れ、日本の食文化の象徴で

もある日本人経営の寿司店に毎回行きましたが、伝統

の「寿司」を守りながらも現地の人たちに受け入れられる

オリジナルメニューが並び大盛況でした。多文化共生の

一つのヒントとして、お互いに喜びを分かち合える生き

方、つまり一方方向ではない共生の姿を食文化の一例

を通して垣間見た思いがしました。異文化を認め合い、

お互いを受け入れ、歩み寄る意義をバンクーバーの寿

司店の例を挙げながら、今回の研修会を終えました。 

 

 

 

 

 

 

研修報告 

外国人パネリストの話を熱心に聞く参加者 
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 ４月１８日はアフガ

ニスタンの話で二

人の若いゲストを招

きました。一人はＮ

ＧＯペシャワール会 

の元現地ワーカー・山口敦史さん。もう１人は八王子在住

のアフフガニスタン人の父を持つポパルダウドさん。 

山口さんは学生の時に、パキス

タンのペシャワールを訪れ、アフガ

ン難民が見知らぬ山口さんにわず

かな食料を分けてくれたことがアフ

ガニスタンで働くきっかけとなりまし 

た。１日に５回の祈り（焼き芋屋の掛け声に似ている）のこ

と。様々な機能をもった独特の衣装や女性のブブカ(ほと

んど頭からかぶる衣装)を見せてくれ、彼らの暮らしかた、

食べ過ぎないような姿勢で食事をするなど、生活の特徴

などを実演しながら解説。様々な文化の違いの中で、農

業、井戸掘り、灌漑支援をしてきました。言葉のわからな

い山口さんに優しくしてくれた耳の不自由な男性、ラマダ

ンの経験からもわかるように水がいかに大切なものかを身

体で体験。医療中心のＮＧＯであるのに、灌漑支援をして

いるのは感染症の原因が水不足であること。農業に必要

な水をまず引くことが大事であることを語ってくれました。 

多くの外国の支援もあるが「ばらまき」や米軍のために

なっている支援もあるなか、山口さんたちは代表の中村哲

氏の教えの元「現地の人と汗を流せ」「現地の人の望む支

援を」と常に現地のみんなと一緒になって活動してきまし

た。今では何十万人もが食べていけるだけの農地が確保

でき、美味しいさつまいもができるだけでなく、お茶や、日

本にはもうなくなった除虫菊の栽培にも成功して白い菊の

花が咲き乱れています。山口さんはもともと農業が専門で、

食べ物の大切さ、米の一粒から３，０００もの米粒ができる

等、私たちが日ごろ、忘れがちな水や食べ物について何

度も深く考えさせてくれました。２００８年ペシャワール会の

伊藤和也さんが「タリバン」に誘拐され殺された時、山口さ

んは日本で、彼と交代で現地に赴くところだったそうで

す。 

次に、ポパルダウドさんが２年前に

アフガニスタンを訪れた時の印象で、

日本が支援をしている事が分かる日

の丸があちらこちらに見られたこと。父

親から聞いた１９７４年前まではもっと

自由があり、緑ももっと豊かにあったと 

報告。アフガニスタンには民族も様々、考え方もいろいろ

ですと語りました。  

報告：ふれあいタイム実行委員長 遠藤良子 

 

 

 

 

 

 

今回のふれあいタイムの様子は、八王子テレメディアで

取材、放映されました。 

 

理事会での決定事項をご連絡 
 

理事会で審議決定した事項をご報告いたします。 

○ 事業執行のための各委員会から 21 年度の事業報

告と次年度の事業計画の説明があり、各委員会の事

業をそれぞれ継続することが、承認された。 

（２月、３月） 

○団体会員として「日本中国友好の八王子で日本語を

学習する会」の入会を承認した。         （３月） 
○委員会運営の基本的な事項を定めた「委員会規程」

を承認した。                      （３月） 

○次期役員の選任のため、「役員候補者推薦委員会」、

「選挙管理委員会」の設置と「役員選任規程」が承認

された。                                （３月） 

○「留学生八王子ふるさとプログラム」の参加ファミリー

に、会員として入会、活動してもらうこととした。（３月） 

 

＜八王子市からのお知らせ＞ 

外国人のお子さんがいる保護者さまへ 

◆日本では、満６歳から１５歳までが義務教育期間です。 

◆満６歳を過ぎた最初の４月から小学校に入学することが

でき、６年間の教育を受けます。小学校を卒業すると中

学校に入学することができ、３年間の教育を受けます。 

◆公立小中学校は、外国人の方も、申請すれば就学でき

ます。就学は随時受け付けておりますので、詳しくは教

育委員会までお問い合わせください。 

八王子市教育委員会学事課 

（Tel :６２０-７３３９、FAX：６２７-８８１１）へ 
 

♢中学卒業までのお子さんの保護者に月１３，０００円の

【子ども手当】が支給されます。詳細は下記のホームペ

ージでご確認ください。 

 URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/lunguages/023326.html 

 
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口敦史さん 

ポパルダウドさん 

同
時
開
催
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写
真
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協会窓口にあります 

ヘルプカード 

 110番、119番の使い方  
 外国語に対応できる医療機関の案内  
 シチュエーション別（地震、事故・盗難、 
風水害、火事、急病、怪我等） 
  →身を守るための対処方法 
  →日本人に援助を求める際の会話集  

 外国人相談窓口の案内  
 災害時伝言ダイヤルの使い方  
 自身のプロフィール 

  →名前、国籍、血液型などを記入し、 
緊急時に活用  

いざという時あなたの命を救う外国人向け 

緊急時ポケットマニュアル 

 

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/
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サポートデスク相談 

２月 相談件数３８件 

 (ビザ、離婚、住宅、保育園、税金 等) 

相談人数３８人 

 (中国、韓国、フィリピン、ペルー、インド、 

ネパール、バングラディッシュ、アルゼンチン、

サウジアラビア、ベトナム、日本) 

３月  相談件数３７件(就職、学習支援、進学相談、呼び

寄せ家族の急病 等) 

相談者数３７人 

 (中国、韓国、フィリピン、ブラジル、ネパール 

ベトナム、シンガポール、コロンビア、 

イスラエル、ガーナ、バングラディッシュ) 

行政書士による外国人個別相談 
３月 相談件数 ３件(離婚、再婚ビザ、養子) 

     相談者数 ２人(コロンビア、フィリピン) 

４月  相談件数 ２件(永久ビザ、配偶者ビザ)  

     相談者数 ２人(中国、ブラジル) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語ボランティア入門講座受講者募集 

 期間：５月２９日～７月３日（全６回） 

 参加費：一般６，０００円 会員５，０００円 

 申込み：５月８日までに往復はがきで 

八王子未来学との共催 

 

留学生八王子ふるさとプログラム 参加者募集 

   交流期間：６月～来年３月 

  申込み：５月１０日までに協会へ 

 

 

    

 専門家による外国人個別相談 

 ３月１３日（土）、４月１０日（土） 14:00～17:00 

 語学シリーズ イタリア語学習 

 １月１４日～３月２５日 （毎週木曜日全２０回） 
 10:00~12:00 , 13:00~15:00 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

 ３月２７日（土） 
13:30～15:30 クリエイトホール 2階 図書館 

 パネルディスカッション 

『家庭教育、近所付き合い』 
 ３月１４日(日) 14:00～16:00 

    学園都市センター 第１セミナー室 

 世界の人とふれあいタイム アフガニスタンの話 

 ４月１８日（日） 13:30~15:30 

 「外国につながる児童・生徒の学習支援」教室 

毎週水曜日 13:30～17:30  17:30～19:30 
      八王子市北野事務所２階 
 
 

 

 専門家による外国人個別相談 

 ５月８日（土）、６月１２日（土） 14:00～17:00 

 日本語ボランティア入門講座 

 ５月２９日（土）～７月３日（土） 
 毎週土曜日 10:00～12:00 

    学園都市センター 国際交流室 

 世界の人とふれあいタイム メキシコの話 

 ６月２０日（日）13:30～15:30 

 

 語学シリーズ 中国語、スペイン語学習 

 ５月６日～（毎週木曜日全１２回）13:00~ 15:00~ 

 留学生・八王子・ふるさとプログラム 

 ５月１０日：申込み締め切り 

 「外国につながる児童・生徒の学習支援」教室 

毎週水曜日 13:30～17:30  17:30～19:30 
       八王子市北野事務所２階 
 
 
◉日本語学習 

    生涯学習センター（クリエイトホール） 
                  Tel：０４２－６４８－２２３２ 

 生涯学習センター（南大沢分館） 
                  Tel：０４２－６７９－２２０８ 

   八王子にほんごの会 

             URL：http://nihongonokai.com/jp/  

 八王子国際友好クラブ URL:http://hiug.jp/hifc/ 

◉子どもの学習支援 
北野学習教室（八王子国際協会） 

 Tel：０４２－６４２－７０９１ 

世界の子どもと手をつなぐ学生の会（CCS） 
URL:http://www.ccs-ngo.org/ 

  多文化学習室八王子（TGH） 
Tel：０８０－１２８２－０７９７ 

◉子どもの日本語支援 

   八王子にほんごの会 

URL: http://nihongonokai.com/jp/ 

◉外国人のためのパソコンの相談・学習支援 

  情報ボランティアの会（八王子） 
URL: www.ivh-jp.org  

◉アジア･ディスカッション･フォーラム 毎週火曜日 18：00 

 アクティブ・イングリッシュ       毎週木曜日 18：00 

  アジア青年会 Tel：０９０－６１６４－２８６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行･編集:八王子国際協会  

(愛称)地球市民プラザ八王子 
〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 八王子スクエアビル 11階 
TEL & FAX： 042-642-7091 （日・祝日を除く） 
URL: http://homepage3.nifty.com/koko-8/index.htm 
Mail: koko-8@nifty.com 

サポートデスクだより 

 

今後の活動予定 

 

これまでの活動報告 

八王子国際協会 (愛称)地球市民プラザ八王子 

からのお知らせ 

 

＜ 平成２２年度総会開催のお知らせ ＞ 
 
日時：平成２２年５月２３日（日）午後１時３０分より 

場所：学園都市センター １２階 第１セミナー室 

 

公募による理事立候補者についてのご案内は、送

付した資料、協会ホームページをご覧ください。 

http://homepage3.nifty.com/koko-8/
mailto:koko-8@nifty.com

