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学習支援ボランティア講座を終えて 

学習支援プロジェクト委員会 委員長 北田 玲子 
 

 「支援の方法に答えはない。一人ひとり抱えている問
題は違うのだから」「常に自分で決定し、自分で行動し
ていく。支援の相手と何を生み出していくかは自分次第
である」「多文化共生という空想から脱却し、よりリアルな
社会の構造を見て、外国籍の子ども達が身につけた方
がいい知恵、情報、資源を模索した支援が必要」 
外国人の子ども達の当事者団体“すたんどばいみー”

を運営する学生達のことばです。自分を、そして“すた
んどばいみー”の活動を、なんと深く、厳しく、真摯に見
つめているのでしょう。彼らの姿勢に深く感銘を受けまし
た。 
① 多くの外国人の子ども達が（ここでは、日本籍、日
本名の子ども達を含めた広い意味で外国人と表現しま
す。）なぜ、日本で生きにくい現状にあるのか②「外国
人として生きる」ことを支援するとは③指導の実際などを
中心に６人の講師と“すたんどばいみー”の学生の参加
によって研修が、次のとおり進められました。 
 
①日本の学校で
は「日本人も外国
人も同じ。だから
特別扱いはしない」
と い う 平 等 意
識の方針のもと、 
来日間もない子どもには手厚い支援がなされるが、その
後は、勉強が遅れているのも、生活態度の問題も、 “そ
の子の問題”と片付けてしまう傾向がある。つまり、外国
人であるが故の固有の問題点（子ども達は、日本の文化
の支配下にある学校と、親の国の文化の支配下にある
家族という断絶した２つの空間を行き来し、その狭間に
落ちていく。たとえ日本生まれでも親と同一言語でない
ために生じる問題－日本語彙力の不足、親との十分な
意思疎通ができない etc.）が見逃され、学習をはじめ
様々な事がうまくいかないことが“個人の責任”となって
おり、“問題の個人化”がなされていることが多い。そのた
め、外国人の子ども達の課題解決へと発展していってい
ないのが現状である。→ 「消極性」や「うまくいかないこ
と」を受けとめる支援、うまくいかない時に立ち寄れる場
にする。“個人の性格”はいったん棚上げして、我々の社
会と彼らの背景を知る必要がある。 
 
② 大和市立下福田中学校の国際学級は、“すたん
どばいみー”との連携、外国人生徒のためのカリキュラ

ム作成、ある暴力事件の対応などを通して「外国人とし 
て生きる」（日本人に同化するのではなく外国人としての
自分を大切にして生きていく）ことを支援する教室に変化
していった。生徒の暴力事件を表面的に解決するので
はなく、原因をとことん考え、当事者には自分を振り返り、
自分を語る時間を与え、それを国際学級で共有した。そ
の中で子ども達は心を開いていき、真の意味で子ども達
の生きる力がついていく学級に変わっていったそうです
が、その変遷にとても感動しました。子ども達に、日本人
と対等に主張し・行動する力をつけることが「外国人とし
て生きる力をつける」支援であると思いました。 
 
③日本語、教科指導の実際：「日本語文法を積み上げ
ていくのではなく、目の前の子どもが必要としていること
から始める」「教え方には順番はない。１００人いたら１００
通りのやり方を探求心を持って探す」「学校では静かな
子が、ボランティア教室ではにぎやかになったり、わがま
まを言ったりするのは、気持ちを許し、自分を解放できる
場になっているから。そのような場になる必要がある」子
ども達が休むことも多いことについては「来なければ来な
いでいい。子どもも、支援者もリラックスして」という、ほっ
とするアドバイスを頂きました。 
日本人のアイデンティティ・クライシスが言われ出して

久しく経ちますが、「自分が何ものか」をつきつけられ、ア
イデンティティについて、また日本の生きにくさの中で、
常に葛藤と悩みを抱えながらも、それを乗り越えて「外国
人として生きていくこと」を選び取っていく若者達の毅然
とした姿は圧倒される思いがしました。最後になりました
が、この６回もの研修をシリーズで引き受け内容を企画し
て下さいましたNPO法人教育支援グループ Edベンチャ
ーに心より感謝申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

八王子国際協会 
第１５号 ２０１０年１２月２２日 

 

～すたんどばいみーの学生メンバーの報告から～ 
 
○すたんどばいみーと平仮名の名前にしたのは、カタ
カナが読めない外国籍の中学生でも読めるように。 
○私しかできないことをしたい。あなたしかできない
ことをしてほしいと私は思う。今している支援は、
今だけではなく数年後を見立てて、その子に対して
意味があったと思える支援なのか。常に自分自身に
問いかけていかなければならない。 
○今思い返すと、日本語で書かれた学校の手紙は、授
業参観、遠足のお知らせと集金、個別面談の日程決
め、健康診断の質問書ぐらいは、自分の力で対処し
てきた。他にも学校からのいろんな「お知らせ」は
あったけど「特に必要ない」とし、ゴミ箱に捨てた。 

（お知らせが他言語で書かれていたなら親が読めた） 
－今彼らは、かつての支援される側から 

支援･運営を行う側に立っているー             
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留学生八王子ふるさとプログラム 
ウインター・パーティの報告 

 

 

 

２０１０年１０月３１日 実施 

 

今回のゲストの呉 艶玲さんは、２００７年の７月に来

日し、日本語学校で勉強した後、現在は早稲田大学の

大学院で勉学に励んでいます。将来の夢は大学の先

生になって、世界の色々な人々に日本語を教える事で

す。そんな呉さんに、今回は彼女の出身地である、瀋
しん

陽
よ う

(中国 遼寧省の首都）について、ビジュアル映像や音

楽、写真等を活用し紹介して頂きました。 

 瀋陽市の面積は１．３万キ

ロ㎡、人口７７６万人、緯度

は約４１度で日本の函館市

とほぼ同じだそうです。また

居住する民族は多様で漢

族を中心として、満州族、

朝鮮族、回族、モンゴル族

など、約４０以上の民族が 

存在しています。なお瀋陽は、東北地区最大の総合工

業都市で、この地区の政治、経済、文化の中心であり交

通上の中核で、札幌、川崎市と友好都市でもあります。

また２００３年「東北振興政策」が打ち出され、現在は自

動車、工作機械、航空、化学、電子情報、医薬業界に

強みを持っているそうです。 

文化面では、上記写真の瀋陽故宮は世界文化遺産が

あり、北京の故宮を除き完全に保存されている、中国第

二位の宮殿建築群です。 

結婚については、相手を探すのに、親たちの合コン:

自分の子どもたちの交際相手(結婚相手)を見つけるた

め、野外お見合いの会みたいなもの)があります。具体

的に言うと、公園の木に自分の子供の本籍、民族、年

収等を記載した紙を貼り、それを見た他の親が気に入

った場合に(親に気に入られる事が先決)、コンタクト出

来る仕組みになっています。これこそ中国・瀋陽版婚活

デビュー(新文化)で、その背景には結婚紹介場がなく、

ネットワークも小さいからです。 

 なお結婚式の時期

は、占いで決めている

そうです。日本風に言

えば大安・・しかし、中

国では“生辰八字”に

より最善の時を選び、

また結婚式での色は

赤(下着、ベルト等)で、

豊かさと福の象徴であ 

り、またこの時お金をポケットに入れる事で「お金には

困らないように」との拘りがあります。 

 最後に瀋陽は、冬はとても寒いところですが、人の心

は温かく人情味があってとても良いところで、観光を兼

ねて「是非おいでください」とのことでした。   

 

世界の人とふれあいタイム委員 生山龍哉 

 

 

 

１０月３１日（日）の午

後、クリエイトホールで、

高校進学ガイダンスを、

初めて八王子で開催し

ました。当日は、市立中

学校、都立高校・私立

高校の先生方など、多 

くの方々が待機し、日本の教育システム、高校受験のス

ケジュールや試験の受け方などについて、参加者に事

細かにアドバイスをしました。学校の選び方や受験方法

など対策についての個別相談も行いました。日本語がよ

くわからない親子には研修を受けた語学ボランティアが

通訳をしました。参加親子は１１組、３６人でした。 

 

 

 

 

 

留学生八王子ふるさとプログラムでは、全体交流会と

して、１０月のバーベキュー大会に続き、１２月１２日（日）

に、八王子スクエア１１階「クレア」で、Winter Tea Party 

を開きました。９か国からの留学生とファミリー、約６０名

が一堂に集い、「ファミリーと留学生のペア」という枠を超

えて楽しみました。 

留学生同士･ファミリー同士の情報交換や別の留学

生･ファミリーとの交流、交流の報告や感想を述べ合っ

たり、留学生によるお国自慢料理の紹介、簡単なゲー

ムなどで２時間を過ごしました。 

まだ日本に慣れない５月、緊張感あふれたファミリー

との顔合わせ時とはまるで違い、今は日本語にも慣れ、

ファミリーと和気藹藹に楽しそうに過ごす様子が垣間見

られました。 

 「日本人は冷たい」

と言った留学生の言

葉を聞いたことがあり

ました。もしその留学

生がこのふるさとプロ

グラムを知ったら、日

本に対する印象が変

わったことでしょう。 

市民ファミリーからの温かい手が差し伸べられ、八王

子で学ぶ留学生は、「八王子は第二のふるさと」と、きっ

と感じていることと思います。 

このプログラムは、５月の顔合わせから始まり、来年の

３月で終わります。帰国する留学生もいれば、まだ日本

で勉強を続ける留学生もいます。このプログラムを離れ

ても、巡り会った留学生とファミリーの交流が今後も続き、

そしてまた次年度、新しい多くの出会いが生まれること

を期待したいものです。 

留学生八王子ふるさとプログラム委員長 林田房子 

呉さんの講演光景 

瀋陽故宮 

通訳を囲んで説明を真剣に聞く参加者 

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 
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         多文化共生を考える 

          隣人は外国人 

           ともに住みよい町つくり 

２０１０年度第１回研修・講演会を、１１月７日、学園都

市センターで青木智弘氏（多文化共生センター東京）を

講師にお迎えし、市民１５名参加の下に行いました。 

 当日の演題は、多

文化共生を考える｢隣

人は外国人、ともに住

みよい町つくり｣でした。

２００９年末で、日本の

外国人登録者は２２０

万人、東京都には４２ 

万人、八王子市には９，２００名と、私たちの周りには多く

の外国人が就労・留学などで居住しています。このような

状況の中で、多文化共生に向けて｢私たちの課題｣をどう

捉えるのかを考える講義がありました。次いで、参加者が

２グループに分かれ｢外国人が困っていると思われるこ

と・その解決策｣についてワークショップが行われ、それ

ぞれのグループの纏めを発表しました。多くの参加者が

何らかの形で外国人との接点を持ち、具体的な問題が

多く提起されました。例えば、学校から渡される書類の理

解度や病院の問診表記入などの日本語の問題、習慣の

違いによる誤解などでした。白熱した議論がなされ、あっ

という間の２時間でした。研修・講演会委員 金刺 亨夫 

 

 

 

 １１月１３日、「留学生のための就職支援セミナー」を、
八王子市域の大学で学ぶ留学生で、日本企業への就

職希望者を対象として、八王子スクエアビルで開催しま

した。第３回目となる今年は、本セミナーが留学生間に

定着しつつあり、５１人の留学生が参加しました。午前

中は、東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)

の講師の話に真剣にメモを取り、個別就職相談終了後

には全員がハローワークに登録をしました。これによっ

て現在の厳しい雇用情勢下、登録した留学生への、企

業情報の提供やセミナーの開催などきめの細かいフォ

ローアップが可能となりました。当日、登録中の時間を

利用して、昨年のセミナーに参加し、今般就職が内定し

た中国人留学生の体験レポートが読み上げられまし

た。 

 午後のセッ

ションでは、留

学協会、八王

子市産業政策

課の講演、八

王 子市に 本

社・工場を持 

つ２つの企業の紹介があり、留学生たちは熱心に耳を

傾けていました。翌週２４日には、八王子市の主催によ

り上述した企業の見学等があり、約２０名の留学生が参

加しました。 

 
 
１１月２３日(火)、総合防災訓練が、JR八王子･京王八

王子駅一円を中心として実施されました。大地震が発

生し、交通機関が停止した場合、八王子駅周辺は自宅

に帰れない人など、多くの滞留者で混乱することを想定

した訓練が今年の特色でした。八王子市民約３，０００

人が参加し、過去最大規模の訓練となりました。 

外国人のための防災訓練は、八王子駅から至近距

離にある第四小学校を主会場として、多くの外国人が

参加しました。グランド内には、多くのテントが立ち並び、

八王子国際協会も、外国人支援センターとしてテントを

張りました。八王子市内の大学で学ぶ２１名の留学生と

６人の協会語学ボランティア（英語、中国語、韓国語な

ど）が、外国人市民とともに、消火訓練、煙体験、地震

体験など、体験型の訓練を受けました。また、八王子駅

前での滞留者訓練では、同語学ボランティア（中国語）

が、通訳として活躍しました。訓練は９時ごろから開始さ

れ、黒須八王子市長から講評をいただいて、１１時半頃、

終了しました。 

 

 

 

 １１月７日(日)、北野町

のあったかホールで、

｢あったかホール祭｣が

開催されました。好天

に恵まれ、約 12,000 人

の来訪者があり、多くの

外国人も訪れました。 

八王子国際協会は、昨年から参加しており、今年は

参加者が多く通る位置に、国際交流コーナーのテント

を設営しました。来場者の皆さんに、食育の一環として、

エスニック料理を味わっていただこうと、協会語学ボラ

ンティアの協力で、中国料理の「水餃子」とフィリピンの

代表的な鶏肉料理である「アドボ」を、用意しました。両

料理とも珍しさが手伝って来場者に大変好評でした。

外国人市民も多数手伝いに駆けつけてくれ、和やかな

国際交流の場となりました 

 

 

 
９月２５日～１２月１８日まで全１０回、クリエイトホール

第２学習室で日本語ボランティアステップアップ講座が

行いました。杏林大学外国語学部教授本田弘之先生、

杏林大学外国語学部講師荒川みどり先生・嵐洋子先生

に地域日本語ボランティアの意義や日本語文型とその

機能、会話とコミュニケーション、発音と聴解指導等に

ついてお話を伺いました。 

受講者の方から実践的で、すぐ授業に使えた、ボラ

ンティアということで難しく考えていたが、堅苦しく考え

ず楽しくお手伝いをしていけるかなと自信がついたなど

の感想をいただきました。 

あったかホール祭りに参加 

研修・講演 

留学生のための就職支援セミナー 

八王子市総合防災訓練 

日本語ボランティアステップアップ講座 
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サポートデスク相談 

10 月 相談件数２７件 
 (日本語支援、学習支援、生活保護、住宅、
医療通訳、ボランティア、寄付、語学学習等) 
相談人数２７人 
 (中国、日本、フィリピン、ブラジル、 
アメリカ、タイ、スリランカ、台湾、コンゴ、
オーストラリア) 

11 月 相談件数２８件 
(日本語支援、学習支援、ビザ更新、 
医療通訳、交流、語学学習等) 

相談者数２８人 
 (日本、中国、ペルー、フィリピン、 

アメリカ、コンゴ) 
行政書士による外国人個別相談 

10 月 相談件数 ２件(永住ビザ、就労ビザ) 
     相談者数 ２人(中国、) 
11 月 相談件数 ０件 

理事会での決定事項等をご連絡 

１０月･１１月の理事会で審議決定および報告した事項を

ご連絡します。 

○「各プロジェクト委員会の進捗状況について、報告が

あった。                   （１０月、１１月） 

・「医療ボランティア調査研究」は、八王子市在住の外

国人からのアンケート調査を、団体会員を通じて行うこ

ととした。     

・「広報」では検討項目を挙げて実行・優先順位等を含

め検討している。 

・「留学生等支援」は留学生のグループの実態調査を

行うこと、大学コンソーシアムとの連携を考えていくこと

等が報告された。                  （１０月） 

○平成２３年度総会を、５月２９日（日）に学園都市センタ

ーで開催することが承認された。 

○１０月３１日（日）に「高校進学ガイダンス」を実施するこ

とが報告された。                  （１０月） 

○トヨタ財団への助成金の申請が承認され、自治体国際

化協会へも申請する予定であることが、報告された。 

             （１１月） 

○１１月１３日(土)に実施した留学生のための就職支援

セミナーと１２月１２日（日）に開催する留学生八王子ふ

るさとプログラムのWinter Tea Partyの準備状況につい

て報告された。                   （１１月） 

○１２月８日（水）に、団体ネットワーク会議を開催するこ

とが報告された。                  （１１月） 

 

 

 

 

 

    

 

 

 行政書士による外国人個別相談 

 １月８日（土）、２月１３日（土）14:00～17:00 

 外国人の在留資格について研修会 

 １月２９日（土） 10:00～12:00  

     於：学園都市センター 国際交流室 

 ステップアップ韓国語講座、初めてのイタリア語 

 １月１３日～３月２４日 全１０回 

 毎週木曜日 13:00～14:50 ステップアップ韓国語 

          15:00～16:50 初めてのイタリア語 

 世界の人とふれあいタイム  ―クウェート― 

     ２月６日（日） 13:30～15:30  

 外国人のための無料専門家相談会 

２月１９日（土） 13:00～14:00 

クリエイトホール 

 ｢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 ２階会議室  

 13:30～17:30 

 17:30～19:30 

市内中学校の職場見学 
１１月２５日（金）、浅川中学校２年生４名が市民活動

支援センターでの職場体験として当協会を来訪、国際
協会の国際交流活動等について説明をしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜外国人のためのリレー専門家相談会＞ 
 ・１月２９日（土） すみだリバーサイドホールアトリウム 
   ・２月 ５日（土） あんさんぶる荻窪 
 ・３月 ５日（土） 北区赤羽会館 ４Ｆ 

  

◉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階会議室 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 （平成２３年１月～２月） 

 

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 
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