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国際理解教育委員会の活動 

国際理解教育委員会 委員長 森 笙子 
 

２０１０年度、国際理解教育の授業を実施した学校は

小学校３校、中学校１校でした。１３校の実施があった２

００８年から比べますと、少なくなりました。２０１０年度より、

小学校の５，６年生で英語の授業が始まり、今年２０１１

年度から、小学校の全学年で英語の授業が行われるこ

とが理由の一つかと思われます。英語の授業が行われ

る事は、大変喜ばしいことですが、学校側では、外国人

の先生がいらっしゃれば、英語の授業が国際理解教育

にもなるとの考えのように見受けられます。今後は、国

際理解教育と英語教育との繋がりを工夫する必要があ

り、そのための研究もしなければならないと思います。 

 八王子国際協会で国際理解教育を実施した学校の

児童・生徒の様子を報告いたします。児童・生徒は外国

人講師の国について事前学習をし、一人ひとりが問題

を見つけて、講師に質問をしたり話し合いをしました。授

業について「楽しかった。良かった」と言っています。ど

んな事を学び、感じたのでしょうか。４人の生徒の声を

紹介いたします。 

・日本語がとてもうまく、私も外国語をしゃべれるように

なりたいと思いました。外国のことをもっと知りたいと

思います。 

・ ネパールについて、いろいろな事を学ぶことができ、

社会に出た時に生かしていきたいと思います。 

・ 家に帰ったら、すぐ家の手伝いをするといっていま

したが、私も家に帰ったら、ちゃんと手伝いをしようと

思います。 

・ 国のおもしろい話をたくさん聞くことができました。

いろいろな国の人は、見た目や言葉などが違うけれ

ど、みんな仲良くしましょうという気持ちが、とても伝

わってきました。 

どの生徒も外国人講

師に親しみと敬意を持ち、

文化の違いを理解しつ

つ、将来に生かしていこ

う、今学べることを実行し

ていこうとしている姿がう

かがえます。国際理解教

育としては出会いの段階

ですが、それでも生徒と 

 

外国人講師の気持ちが通

じ合う時、お互いが、また

私たちスタッフも幸せを感

じる時です。 

参加外国人講師人数： 

           １６名 

国籍：中国、韓国、台湾、 

ベトナム、ラオス、ネパール、サウジアラビア、     

イタリア、ルーマニア、ブルガリア、エクアドル、

アルゼンチン  （１２ヵ国） 
         

留学生八王子ふるさとプログラム 

新年度ファミリーの募集 

「おうちに、留学生のお皿を１枚増やして下さい」 

来る５月より１年間、留学生をファミリーの一員としてお

迎えくださいませんか？ 

このプログラムは八王子国際協会が生まれる前から始

まり、今年で６年目になりますが、毎年約５０軒のファミリ

ーが誕生しています。昨年は１１カ国の留学生がファミリ

ーと楽しい交流を続けました。 
 

小さい子供がいて外出できないけど、国際交流が

したい・・・ 

ホームステイを受けてみたいけど、部屋がない・・・ 

老夫婦だけになったので、若い留学生に元気をも

らいたい・・・ 

目的はそれぞれです。交流方法も、たまに双方の都

合の良い日に昼食に招待する、一緒に外出する、あまり

会えなくてもメールで心を通じさせている、などなど。お

互いに負担にならない程度のおつき合いをお願いして

います。ホームステイではなくホームビジットのプログラム

です。日本語で交流できます。 

だんだん日本語が上手になる留学生に、わが子のよう

な愛着が生まれてきます。帰国後の留学生に会いたくて、

韓国を訪問したファミリーもいます。広い世界のどこかに

知人が住んでいると思うだけで、暖かい気持ちが生まれ

てきます。 

八王子のファミリーとして、暖かい交流をしてくださる

方を募集しています。ぜひ、気軽にお問い合わせ下さい。

申し込み ４月末日まで。 

留学生八王子ふるさとプログラム委員会 

           八王子国際協会 ０４２‐６４２‐７０９１ 

八王子国際協会 
第１６号 ２０１１年 ２月２８日 

 

ゲームをしながら外国のことを
知る中学生 

説明を聞きながら資料を見る 



八王子国際協会 会報 16 号 2011 年 2 月 28 日 

- 2 - 

 

２月１６日（水）１０時から、委員長会議を開催しました。

各委員会から、現時点の実施事業と次年度の事業計画

等の報告と打ち合わせが行なわれました。 

 
 

 

２０１１年２月６日 実施 

今回のゲストのアルフメイデイさんは、２００４年に来日

し日本語学校で日本語を習得し、現在は東京工科大学

大学院でコンピュータサイエンスを学んでいます。来日

した理由は、日本語及びビデオゲームを学ぶ事です。 

はじめに現在クウェートで使用

されている言語はアラビア語で、

世界中の２２カ国で使用されてい

て、約２億３０００万人の母国語で

す。なお、アラビア語は複雑そう

ですが、２８文字からできていて

習いやすいとの事でした。 

次にイスラム教について説明してくれました。 

＊誤解１：イスラム教の女性であればベールを着用

する必要がある。 

フランスでベールを着用するイスラム教の女性の調査

が行われ、３００万人の女性のうち３６７人のみです。ベル

ギーにおいてはイスラムの人口が５０万人で５０人以下で

す。ちなみにアルフメイデイさんは銀座で一度ベールを

着用する女性を見たそうです。ベールを法律的に必要と

する国（サウジアラビアとイラン）がありますが，この両方

の国の人口は世界のイスラム教の人口の５パーセント以

下です。なおベールを禁止するイスラム教の国の数は、

ベールを必要とする国より多いのも事実です。 

＊誤解2：イスラム教徒=アラブ人？ 

イスラム教徒とアラブ人の区別が解らない方が多くい

るので、アラブ人とイスラム教徒という言葉を類似語とし

て扱われています。参考までにイスラム教徒の人口数が

多い国の１位は、インドネシアでアラブの国ではありませ

ん。つまり、アラブ人であっても必ずしもイスラム教徒であ

るという事ではありません。 

また来場者からの質問の回答で、クウェートでは一夫

多妻制ですが、アルフメイデイさんの家庭では母親一人

で子供たちを育てたそうです。 

次に日本については、日本人であれば一生を過ごす

ために素晴らしいところですが、外国人であればそうとは

言えません。その理由は、アメリカの同時多発テロ事件

以降、日本でも２００７年から全ての外国人の指紋が登

録されるようになったからです。一方、日本の良いところ

は、大学は卒業するために学ぶのではなく、学ぶために

学ぶと習った(?)事と、あまり自分の意見を他人に押し付

けないことです。また技術に関しては、ネットワーク・イン

フラが進んでいる事です。 

将来は、アルフメイデイさんの

夢である、中東ではじめてのゲ

ーム会社を設立したいそうです。 

アルフメイデイさんには「日本

との架け

橋を」・・・ 

と願っています。 

 

医療通訳ボランティア研修について 
外国人市民への医療支援を目的として、昨年１０月に

発足した「医療ボランティア調査研究プロジェクト委員会」

では、これまで５回の委員会を開き、どのような形での支

援が可能か議論を重ねてきました。この間、日本語を学

んでいる外国人に医療についてのアンケートを取って現

状を把握し、また近隣の国際協会等の医療通訳ボラン

ティアの活動状況も調査し、当委員会としての方向性を

検討してきました。すでに協会から語学ボランティアを派

遣した実績のある病院との連携も、より確固としたシステ

ムとすべく派遣依頼書等作成中です。医師会の協力を

得て、多言語問診票の配布も近く実施されることとなり、

体制が整いつつあります。一方で医療通訳はボランティ

アであっても相当の責任を伴うことであり、専門的な用語

の習得も必要です。このような状況の下、協会の語学ボ

ランティアの方に実際に医療通訳ボランティアとして協力

して頂くためには、医療通訳に関する基礎的な講座を開

き、研修を行うことが必須となります。当プロジェクト委員

会では「MIC かながわ」の協力を得て、下記要領で語学

ボランティア対象の研修を行います。 

～＊～医療通訳ボランティア講座～＊～ 

 講師：アビー・ニコラス・フリュー氏 

      （ＭＩＣかながわ 英語医療通訳スタッフ） 

３月１３日（日）午前：医療通訳とは。医療通訳の心構え 

午後：医療通訳ロールプレイ 

医療ボランティア調査研究プロジェクト委員会 

清水久美子 

 

外国人市民会議が提言書を提出 
八王子市では、市民と在住外国人市民が相互理解

を深め、｢外国人市民も共に暮らしやすいまちづくり｣を

進めるために、平成１８年から｢外国人市民会議｣を設置

しています。 

第１期は｢子どもの教育｣、第２期は｢医療と住居｣をテ

ーマとして、市長へ提言書を提出いたしました。第３期

は｢就労と防災｣というテーマで、森茂岳雄中央大学文

学部教授を座長に、外国人市民５人を含む１１人の委

員が、意見交換や議論を重ね、２３年１月２１日、市長に

提言書を提出しました。 

八王子国際協会では、この提言書を踏まえて、八王

子市と協働で、さらに暮らしやすいまちづくりをめざして

いきます。 

 

外国人の在留資格に関する研修会の報告 
 １月２９日(土)、「ボランティアが知っておきたい外国人

の在留資格」と題して、行政書士の高﨑鉄也氏（協会理

事）から、平成２４年外国人登録制度に代わり在留カー

ドが導入される話、在留資格と就労、国際離婚に伴う子

どもの親権など、具体的な事例を交えながらの話を伺い

ました。約３０人の参加者の理解も深まったようです。 
 
委員長会議を実施 

 

アルフメイディさん 

ク
エ
―
ト
タ
ワ
ー 

報告者：生山龍哉 
世界の人とふれあいタイム委員 

 
アルフメイデイ兄弟 

 (左から２番目が本人)   
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｢これから 地域の日本語ボランティアに
期待されること｣ 

本田 弘之 

 現在の日本は経済成長が停滞して

いるばかりではなく、社会全体に元

気がなく、閉塞感につつまれている

ように感じられます。それにはさまざ

まな原因が考えられますが、根本的

な原因の一つが少子高齢化と人口

減少にあることは否定できません。 

このような現状を解決するもっとも現実的な政策の一

つに「移民」の受け入れがあります。アメリカやオセアニ

アの国々は大量の移民を受け入れることにより発展して

きましたし、現在もその伝統は続いています。また、第

二次世界大戦後、労働者不足に悩む西ヨーロッパ諸国

も数多くの移民をむかえいれました。実は、先進国でほ

とんど移民を受け入れた経験がないという点で、日本は

例外的な存在なのです（注 1）。 

一方、厚生労働省の発表では、２０１０年１０月末時点

で日本国内に６５万人の外国人労働者がいます。この

統計は改正雇用対策法に基づく届け出のあったものだ

けなので、届け出のない労働者をふくめると、日本で働

く外国人労働者は８０万人に達するだろうと推測されて

います。日本は非熟練労働者としての外国人受け入れ

を認めていないため、包括的な「労働ビザ」というものが

なく、表面からは見えにくいのですが、すでに「技能実

習」制度や日系２世・３世に対して自由に就労できる「定

住」ビザを交付するなどして、さまざまな形で外国人を

受け入れており、もはや外国人労働者なしでは成り立た

ないといわれている産業も少なくないのです。 

しかし、「移民」は入れないことにしておきながら、「労

働力」には来てもらいたいという矛盾したやり方は、決し

て長続きしませんし、将来に問題を残します。先に述べ

た欧米先進国の中には、現在、根深い民族対立に悩む

国が少なくありません。それは、外国からやってきた

人々を「短期的な労働力」としてしか認識していなかっ

たことに原因があるのです。日本は同じことをくりかえし

てはならないと思います。 

そのためには、彼らを「労働力」ではなく、「人間」とし

て認識すること、つまり、彼らを労働力として日本社会か

ら隔離するのではなく、わたしたちの隣人として迎え入

れることしかないと思います。彼らが日本滞在中、安心

して毎日をすごせるように支援していくことが、いまいち

ばん必要なのです。 

文部科学省の調査では、現在、日本の公立小中高

等学校に約２９，０００人の「日本語の指導が必要な児童

生徒」が通学しています。わたしたちが、ここで考えてお

かなければならないのは、これらの子どもの保護者も、

やはり日本語に不自由しているだろうということです。す

なわち、２万世帯におよぶ「家庭」がことばの通じない異

国で生活し、子どもを学校にかよわせているのです。こ

れらの人々を地域のコミュニティが気持よく受け入れる

体制をつくるだけで、彼らの毎日の生活が、ずいぶん幸

せなものになるだろうということは容易に想像できること

です。 

最近、日本政府は、このような「移民」とも呼べず、「労

働者」とも呼べない人々を指して「生活者としての外国

人」という呼称を使いはじめました。これは行政の面でも

彼らが無視できない存在になってきたことを意味してい

ます。政府の対応は、まだじゅうぶんとはいえませんが、

「労働力」ではなく「生活者」という認識を持って、彼らに

対応しようとしていることは評価されることだと思います。 

「生活者としての外国人」は数年間の滞在で目的を

達成して帰国するかもしれませんし、世代を継いで日本

に生活し、わたしたちの子どもとともに日本の未来をつく

っていくことになるのかもしれません。しかし、彼らをコミ

ュニティに迎え入れることは、直接的にはわたしたちが

安全な社会に安心して暮らすために重要なことです。さ

らに、希望をもって日本社会に入ってくる人々は、現在

の日本の停滞した状況を、ふたたび生き生きとしたもの

にするための新しいエネルギー源となると思います。 

このように、地域に「生活者としての外国人」を迎え入

れるためのいちばん重要なポイントとなるのが「地域に

おける日本語ボランティア」の存在だと思います。「労働

力」ではなく「人間」として互いに理解しあうためには、な

んといってもコミュニケーションがもっとも大事です。それ

も日本の社会に入ってきてもらうのですから、「日本語」

を使いこなしてもらわなければなりません。そのための

学習支援を同じ地域に住む人たちが担当することには

大きな意義があります。日本語ボランティア活動は、決

して日本語学校の代用などではなく、日本の将来につ

ながる活動なのだとわたしは考えています。 

 

注 1）…とはいっても、すでに日本に生活の基盤をおい

て生活している外国人は、２２０万人（人口の１．７％）に

達しています。さらに、この数字には、日本国籍を取得

（帰化）した移住者はふくまれていません。毎年１万５千

人ほどの外国人が日本国籍を取得し、新しい「日本人」

が誕生しています。 

（平成２２年度 当国際協会主催の 

日本語ボランティア養成講座講師、杏林大学教授） 

 

＜外国人のための無料専門家相談会＞ 
東京都国際交流委員会と東京外国人支援ネットワー

クは、日本に住む外国人のために、２００２年から毎年

「外国人のための無料専門家相談会」東京都内各地で

順次開催しております。 

八王子市での開催は８回目となり、２月１９日（土）１３

時３０分から１６時まで、クリエイトホールで実施しまし

た。 

 当日は、専門家１３名、

通訳１６名、スタッフ１７

名で、８ヶ国１８名の相談

者から２９件の相談があ

りました。 
相談ブースの様子 
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サポートデスク相談 

12 月 相談件数２１件 
 (日本語支援、学習支援、文書翻訳、医療通
訳、ボランティア等) 
相談人数２１人 
 (フィリピン、中国、日本、ペルー、タイ、
ネパール、エクアドル、インド、オーストラ
リア) 

１月 相談件数３１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３１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 

12 月 相談件数 ２件(留学ビザ、帰化申請) 
     相談者数 ２人(中国、スリランカ) 
１月 相談件数 ４件(金銭問題、ビザ、定住ビザ) 
    相談者数  ４人(パキスタン、日本、コ

ロンビア、ドミニカ) 

理事会での決定事項等をご連絡 

２２年１２月･２３年１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。                    （１２月、１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結果として、通訳の必要性

を確認、ＭＩＣかながわの協力を得て研修を行うこと、

他団体を参考に「医療通訳派遣依頼」を作成。病院の

協力を得て、医療通訳派遣システムを構築する。     

・「広報」では検討項目に優先順位をつけ、ワーキング

チームを人選して実行することとした。 

・「留学生支援」では、ＳＮＳの利用・管理規定を作成し、

構築・運用を行えるように準備している。 

・「規約見直し」では、問題点を洗い出し規約の見直し

を行っている。他の区市の国際協会の規定や理事会

の運営状況等について実態調査を行い、この調査結

果を踏まえて、検討をすすめている。         

○助成金の趣旨に照らして協会の事業目的・内容に合

致するものは、自主財源増強のために助成申請を行う

ことなどの取り扱いが承認された。        (12月) 

○文化庁への日本語の学習支援者養成の助成金申請

について承認された。                （１月） 

○第３回外国人市民会議の提言書（就労、防災）を黒須

市長に提出したことが報告された。        （１月） 

○印刷室のロッカー再配分について、団体ネットワーク

会議で諮ることとした。                （１月） 

 

 

 

 

 

    

 

 

 行政書士による外国人個別相談 

 ３月１２日（土）、４月９日（土）14:00～17:00 

 医療通訳ボランティア研修（語学ボランティア対象） 

 ３月１３日（日） 10:00～16:00  

 研修・講演会 パネルディスカッション 

   ～異文化の人々の思い～ 

日本に住んで嬉しかったこと、困ったこと 

 ３月１３日（日） 14：00～16：00 

 於：学園都市センター 第 1セミナー室  

 ｢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 

 留学生八王子ふるさとプログラム 

参加留学生とファミリーを募集（４月３０日まで） 

 語学シリーズ ５月１２日～７月１４日までの１０回 

ステップアップフランス語 13:00～14:50 

   初めてのスペイン語    15:00～16:50 

市内中学校の職場見学と体験 
１月２６日（水）、横川中学校２年生２名が八王子市役

所市民活動推進部国際交流課での職場体験の一環と
して、当協会の仕事を体験しました。 
１月２８日(金)、打越中学校１年生７名が当協会を訪

問、国際協会の国際交流活動等について説明をしまし
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜外国人のための無料専門家相談会＞ 
 ・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 
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サポートデスクだより 

 

今後の活動予定 （平成２３年３月～４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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