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国際交流フェスティバル２０１０  

開催のお知らせ 
「つながろう！ 世界とここから・・・」 
 

フェスティバル委員会 委員長 塚本 回子 

 

１０月３日（日）、学園都市センター（八王子スクエアビ

ル１１Ｆ・１２Ｆ）で開催する国際交流フェスティバルの準

備に、今追われています。フェスティバルの委員会は八

王子国際協会・八王子市・学生委員会・ＪＩＣＡからの１５

名の委員で構成されています。行政・市民・学生・留学

生と多彩な顔ぶれで毎回楽しく準備を進めています。今

年のテーマは「つながろう！ 世界とここから・・・」です。

「ここ」は八王子です。私たちの住んでいる八王子からな

んらかの形で市民が世界へつながりをもっていき、その

小さなつながりから世界の様々な国の人々の生活や考

え方を理解していく機会になれば良いという思いで考え

たテーマです。 

１１Ｆ 

  ＊八王子市海外友好交流都市写真展  

 ＊JICA展示「世界の学校」 

 ＊中・高生によるお茶席   ＊スタンプラリー  

＊メッセージボード 

１２Ｆ  

＊映画「マス・エンダン」上映とおはなし 

（２００７年、宮崎県の海水浴場でおぼれかけ

ていた中学生を助け、自らは命をおとしたイン

ドネシア人青年のドキュメンタリー映画。事故

当時日本人学校の教師だった井上実由紀さ

んが映画を作った思いを伝えます。） 

 ＊日本や各国の歌や踊り  

 ＊インターナショナル漫才 

 ＊異文化交流スペース（１５カ国参加予定） 

 ＊八王子の国際交流ボランティア団体紹介  

 ＊八王子国際協会の紹介 

 

 

 

 

 ＊留学生のお国自慢スピーチ 

＊ＪＩＣＡミニ講演会 

＊世界の遊び、日本の遊び 

 ＊フェアトレード・カフェと製品の販売 

 ＊チェロのミニ演奏、演奏体験 

展示は１０時からです。ステージ・パーフォーマ

ンスは、１２時半から主催者及び来賓のあいさ

つから始まります。 
 

委員会ではフェスティバルのテーマソングを作りま

した。（It's a small world の替え歌です。） 
 

「世界とここから・・・」 

♪高尾山に見守られ 集う町 八王子 

  世界中から やってくる 多くの仲間 

  ＊世界の人が 集まる町さ ここからはじまる 

 It's a small, small world 

♪八王子 フェスティバル たくさんの仲間達 

  みんなで語って つながろう  

世界とここから・・・ 

＊世界の人が 集まる町さ ここからはじまる 

 It's a small, small world 
 

 

♣八王子市の観光大使として活躍中の歌手「ファンキ
ー・モンキー・ベイビーズ」から、国際交流フェスティバ

ルにビデオメッセージをいただいております。会場に

時々流れると思いますので、「世界とここから・・・」と共

に、ぜひお楽しみいただきたいと思います。 

♣今年度も、「世界の子ども達にワクチン」を送るために
ペットボトルのキャップを集めます。ご持参ください。 

 

♤前日準備・当日会場整理などのボランティアとして参
加してくださる方を募集中です。 

 多くの方の力を合わせて、楽しいフェスティバルにした

いと思います。 

    ※ボランティア希望の方は協会までご一報下さい。 

八王子国際協会 
第１３号 ２０１０年８月３１日 

 

国際交流フェスティバル２０１０開催！！ 
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世界の人とふれあいタイム 
 

 

２０１０年６月２０日 実施 

世界の人とふれあいタイムは、今回で５０回目を迎え

る事が出来ました。 

本日のゲストのマルセラさんは、

武蔵野市在住で来日２０年の語

学教師(スペイン語＆英語)で、３

人の子供の母親でもあります。メ

キシコ(正式名:メキシコ合衆国)の

概要は、人口約１億人、面積１９

７万 K㎡、首都はメキシコ 

シティで言語はスペイン語です。旗の意味は、緑が独立

と希望、白が信じる力、赤は統一だそうです。有名料理

はエビ料理、トルティヤ、タコス、ブリトス等で日本でも馴

染み深い名前です。なお主食であるトルティヤは、トウモ

ロコシでできていて、食材の原料は、豆、米、野菜、鶏肉、

豚肉、牛肉、海藻類が多いそうです。 

歴史を振り返りますと、紀元前１２５０年頃から紀元前

後にわたって栄えた文化、文明の名称がオルメカ文明

で、皆さん良くご存じのアステカ(１３２５年頃～１５２１年

頃)はメソアメリカ文明の王国だそうです。その後、スペイ

ン植民地時代(１５２１年以降)には、アステカ帝国が滅び

ました。ちなみに、今年はスペインの独立から２００年、メ

キシコ革命から、ちょうど１００年目を迎えています。なお

メキシコの３大観光地は、メキシコシティ、カンクン、アカ

プルコで、どの都市も大変有名ですね。 

さて、スピーチで印象に残っ

た内容は、「死は人生の一部で

す。死ぬことを恐れていない、

だからお祝いします」との言葉

でした。また、彼女のいつも感じ

ている事は、「どんな場合でもコ

ミュニケーションは、意思疎通の

手段として欠かす事は出来ませ

ん。スペイン語、英語、日本語、

いかなる言語であってもシャイ 

にならずに自分を表現する事がお互いに理解出来る

第一歩であり、視野を広げる事に繋がっていく」との表

現でした。 

一方言葉については、「言葉は手段です。沢山の外

国人が日本にもおります。ただ単に彼らと通り一遍の話

をするだけでなく、それよりも一歩踏み込んで、それらの

交流を通じて広く社会参加をし、社会に還元できるもの

につなげる事が大事になると思います。」との内容でし

た。 これこそが、今後日本がグローバル化に向ってい

く、原点になるものと確信しています。 

次回は、１０月３１日（日）｢中国の話｣です。 

世界の人とふれあいタイム委員 生山龍哉 

 

外国につながる児童生徒のための学習支援研修会 

 ７月１７日に「外国人の子どもたちに力をつける」という

テーマで、講師清水睦美氏のお話を聞きました。 

清水氏は現在、東京理科大学理工学部教養准教授

で、ＮＰＯ教育支援グループ｢Ｅｄベンチャー｣の副代表

でもあります。神奈川県のいちょう団地を中心とするニュ

ーカマーの子ども達を対象とする研究をし、現場にも継

続的に関わり続けています。 

 私は昨年発行された｢いちょう団地発！外国人の子ど

もたちの挑戦｣(清水睦美編著者)を読みました。この本

は外国人の子ども達の当事者団体｢すたんどばいみー｣

を運営する学生達自身が執筆者ですが、彼らを支援す

る学校教諭なども執筆に加わっています。私は今まで

に支援者の立場からの本を読んだり、研修会で話を聞

いたりしたことはありましたが、外国人の子ども達のほん

とうの思いを聞いた事はなく、衝撃的でした。そこで、早

速メンバーにもこの本を読んでもらい、清水氏を講師に

依頼し、研修会を開催することにしました。 

支援者として支援の前に知っておく必要があると思わ

れることは①子ども達の来日の経緯の違い②日本の学

校の受け入れ方③外国人の子ども達が経験すること④

家族の中で経験すること等でした。その他、ニューカマ

ーとオールドカマー、言語による学校との壁（日本語）、

言語による家庭との壁（母語）、親の事情が支配する家

族、家族の中にある 2 つの世界（国際結婚家族）などに

ついて実例を挙げながらの実践者としての話でした。日

本の文化が支配する学校と親の文化が支配する家庭と

の両方を行き来している子どもたちには様々な葛藤が

あるということに、子ども達の置かれている厳しい環境を

再認識し、支援者としての心構えもいかに大切かを痛

感しました。 

支援の形としては日本人ボランテイアによる教室は

「庇護ニーズに基づく支援」で、当事者団体（外国人青

少年運営）による教室は「要求ニーズに基づく支援」で

あると聞きました。８月２８日にはその２つの教室を見学

するスタデイツアーで、いちょう団地の「すたんどばいみ

ー」の教室も見学しました。当日は夏休み最後の図工

の先生による授業で、外国人のスタッフが子ども達に寄

り添って楽しく絵を描いていました。授業の後、スタッフ 

と私達参加者との話し合いの

機会もありました。スタッフは

本に登場した人達だったの

で、彼らの顔を見ながら話が 

出来て感動しました。学校や家庭の中で居場所を求め

ながら｢すたんどばいみー｣で成長した彼らの姿を見てと

ても頼もしく思いました。「北野学習支援教室」の子ども

達も将来に希望を持って成長して、いつか後輩を支援

する立場になることを夢見ております。         

研修の報告 

学習支援プロジェクト委員 佐藤敏子 

マルセラさん 

メキシコの民族衣装 
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今回の学校視察団は、BSU 教育学部付属機関であ

る学校改善センターの企画で、現役の教師、学生が研

究授業（特に算数・数学）視察のために来日。算数、数

学の教育について先進的な取り組みをしている八王子

市を訪問し、教育現場を見学し意見交換などを行うこと

で、相互の交流を深めるとともに、BSUの教師の教育方

針の一助とすることも目的のひとつとされています。 

一行は、６月２８日（月）と２９日（火）の２日間、南多摩

高等学校と椚田小学校を訪問し、授業視察並びに先生

方との懇談会で日本の教育に高い関心を示すとともに

教師間の交流も深めました。 

来日者の BSU、小・中学校・

高等学校・特別支援学校教師の

計７人は、短い訪問期間中に高

尾山や多摩御陵を見学するなど、

日本滞在のひと時を楽しみまし

た。 

 

 

 

 

 

＜唐松町民祭＞ 

 ７月２４日（土）、２５日（日）、川口やまゆり館近くの

広場で行われた唐松町民祭は、真夏日の中、約５０名

（９ヶ国）の外国人市民が地域の方々に交じって、万灯

みこし、子ども御輿・花車の町内めぐり、太鼓演奏、盆

踊りなどの多彩な催ものを満喫しました。八王子国際

協会では新たな試みとして、「国際交流コーナー」のテ

ント内に、八王子在住の外国人ボランティアによるお国

自慢の料理を作りました。２４日はアルゼンチン料理

「エンパナーダ」（ミートパイの一種）、２５日は韓国料理

の定番「チヂミ」とフィリピンの代表的な鶏肉料理「アド

ボ」を楽しみました。いずれも好評で、用意した料理は

すべて売り切れました。 

このような活動も地域

住民と外国人市民を結

ぶ架け橋として大切な

行事であり、来年も違っ

たエスニック料理を企

画して、地域の皆さんと 

外国人市民の交流を図ります。 

 

＜八王子まつり＞ 

 盛夏を飾る八王子まつりは、８月６日（金）、７日（土）、

８日（日）の３日間にわたり、八王子市のメインストリートを

会場にして、盛大に行われました。今年は５０周年という

記念すべき年を迎え、八王子市の海外友好交流都市で

ある高雄市から、高雄市パフォーマンス団が来日、２日 

間で４回のパフォーマンス

演技を披露し、市民から大

喝さいを浴びました。一行は

市民と共に山車を引き、友

情を交歓しました。八王子

国際協会の 5 名の語学ボラ

ンティア（中国語）も、高雄

市副市長やパフォーマンス 

団との通訳として活躍しました。 

また、協会のふるさとプログラムの４組の留学生とファ

ミリーは、三崎町の皆さんとともに、壮麗な三崎町山車を

引き、地域の皆さんとの国際交流を図りました。 

 ６８万３千人の観衆が集まり、１９台の山車が一堂に会

した様子は、留学生にとっても忘れ難い体験であったと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏祭りに参加 

唐松町民祭・八王子まつり 
 

アイダホ州ボイシー州立大学（BSU）主催

米国教師団八王子の学校視察訪問 

 

 

２０１０年１０月１日全国で国勢調査を実施します。この

調査は、法律に基づく人口と世帯に関する統計調査

で、国籍を問わず日本に住むすべての人が対象となり

ます。国勢調査で調べたことは、統計以外の目的に使

用しません。９月下旬に国勢調査員が調査票の配布

にうかがいます。今回より調査票は次の方法から選択

して提出できます。「郵便（料金受取人払い）」「インタ

ーネット（東京都内のみ）」「国勢調査員へ提出」 

問い合わせ 八王子市国勢調査実施本部  

TEL：０４２-６２０-７２０２ FAX：０４２-６２７-５７８７ 

｢外国人のためのリレー無料専門家相談会委員会｣

では、２月の相談会の企画・運営に携わってくださる

委員の方を募集しています。 

詳細問い合わせ・申し込みは協会事務局まで 

ご協力を 

多摩御陵での視察団 

ダンスを披露する 
高雄市のパフォーマンス団 

山
車
を
引
く
留
学
生 

お国自慢の料理を提供 
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サポートデスク相談 

６月 相談件数３４件 
 (子育て･教育、学習支援、住居･アルバイト、 

ビザ、留学生活、外国人とのトラブル、 
ホームステイ) 

相談人数３４人 
 (中国、韓国、フィリピン、日本、チリ、 

タイ、エクアドル、インドネシア) 
７月  相談件数３０件 

(子育て・教育、パスポート、福祉、交流 等) 
相談者数３０人 

 (日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、 
ネパール) 

行政書士による外国人個別相談 
６月 相談件数 ５件(配偶者ビザ、就労ビザ、保険) 

     相談者数 ５人(日本、中国、ロシア、 
ルーマニア) 

７月 相談件数 ０件 

 

 

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。 

○留学生の支援とソーシャル・ネットワーキング・サービ

スを活用したサポートを行うため、オラクル有志の会

ボランティア基金への助成申請について説明があり、

承認された。なお、本申請は助成対象となることが決

定したことの報告があった。         (６月、７月) 

○理事会での緊急案件が生じた場合の対応と直近に

開催される理事会での承認を得る緊急案件の処理

方法について、承認された。            (６月) 

○規約見直しのためのプロジェクト委員会の設置が承

認された                        (６月) 

○協会事務局の契約の更改が承認された。    (６月) 

○北野学習教室での不祥事についての報告とその扱

いを決定した。                         （７月） 

○「広報」、「医療ボランティア調査研究」、「留学生等の

支援」についてのプロジェクト委員会の設置を決定し

た。                                  (７月) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演会 ダーリン<も>外国人  
 多文化共生社会で求められる市民の力とは 
       講師：春原憲一郎氏 

 ９月４日（土） 10：00～12:00 
 クリエイトホール １０階 第２学習室 

 専門家による外国人個別相談 
 ９月１１日（土）、１０月９日（土） 14:00～17:00 

 日本語ボランティアステップアップ講座 
 ９月２５日～１２月１８日 
 土曜日 10:00～12:00全１０回 

 クリエイトホール １０階第２学習室 
 初めてのフランス語、ステップアップ中国語講座 

 ９月３０日～１２月１６日 

 毎週木曜日 13:00～14:50 初めてのフランス語 

          15:00～16:50 ステップアップ中国語 

 外国人の児童生徒の学習支援ボランティア講座 
    １０月９日～１２月１１日  

 土曜日 13:30～15:30 全６回 

 クリエイトホール第５学習室ほか 

 国際交流フェスティバル２０１０ 
 １０月３日（日） 10:00～16:00 

 ふるさとプログラム BBQ大会 
 １０月１７日（日) 11:00～15:00 

 高尾の森わくわくビレッジ 
 日本語を母語としない親子のための高校進学ガイダンス 

 １０月３１日(日) 13:00～16:30 

    クリエイトホール １０階第２学習室 
 世界の人とふれあいタイム 中華人民共和国の話 

 １０月３１日（日) 13:30～15:30 

 「外国につながる児童・生徒の学習支援」北野学習室 
毎週水曜日 北野事務所 13:30～17:30   

17:30～19:30 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◉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/ 

 

   日中友好語学学習会 Tel：０４２-６４３-１４５１ 

◉子どもの学習支援 
北野学習室（八王子国際協会） 北野事務所２階 

 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 

 

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 

７月６日、椚田中学校２年生４人が、国際協会を

訪問しました。生徒たちは、事務局員から国際協会

の役割や国際交流について説明を受けました。将来 

国際人としての活躍が楽しみです。 

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

