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医療ボランティア調査研究プロジェクト委員会 

 委員長 清水久美子 

八王子国際協会の新たな取り組みの一つとして、

医療ボランティア調査研究プロジェクト委員会が、

昨年１０月に発足しました。生活者である外国人に

とって、生命に係わる医療問題は緊急かつ必須の課

題ですが、母国とは異なる医療制度や日本語の壁が

あり、困ったり、誤解が生じたりすることが多いと

いうのが現状です。医療機関、薬局等の情報提供、

多言語問診票、医療通訳派遣システムの構築など検

討すべき項目は多く、当プロジェクト委員会では可

能な箇所から議論を進め、取り組んで参りました。 

まず、多言語問診票は八王子市医師会の協力を得

て、約３００の市内の病院に配布致しました。更に、

近隣の病院との連携もシステム化され、協力体制が

進んでおります。そのような状況の下、実際に医療

通訳ボランティアに携わって下さる方々に対する研

修は欠かせません。医療通訳はボランティアといえ

ども相応の責任や緊張を伴うだけに、医療通訳ボラ

ンティアとしての心構えを学び、スキルアップにつ

ながる研修は大変有意義なものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１３日(日)、この分野において先駆者である

｢ＭＩＣかながわ｣の協力を得て、研修会を開きまし

た。講師のアビー・ニコラス・フリュー氏は、英語

通訳スタッフとして活動されながら、研修会の講師

として、各地の国際協会等で講習をされています。

当日の参加者は約３０名。今回は英語とスペイン語

の語学ボランティアの方で医療通訳に意欲のある受

講者が参加されました。午前中の｢医療通訳とは？ 

 

 

医療通訳の心構え｣の講義において、医療通訳者の鉄

則は｢足さない、引かない、変えない｣ということ。

つまり通訳者とは｢人のメッセージを多言語で正確

に伝達するメッセンジャー｣であるということ。語学

力として必要最低限の医療基礎用語は覚えておかな

ければならないが、直訳で伝わらない用語は医師に

易しく言い換えてもらって訳すこと。逐次通訳を心

がけ、メモは必ず取ること。等々必要な心構えを学

びました。特に印象に残ったのは、｢言われたことを

そのまま伝えるのであり、編集したり、物語ったり

することはしてはならない。プロになればなるほど

辞書を持っていく」、また｢いくら通訳技術に長けて

いても、対人関係に配慮できない人は医療通訳に適

していない。どのような文化的背景を持っている患

者か察知することも必要である｣という言葉でした。

午後からは具体的な通訳技術を習得するためのロー

ルプレイを行いました。いくつかのシナリオに沿っ

て、臨場感あふれるロールプレイとなり、最初はぎ

こちなかった参加者もパターンの異なるシミュレー

ションを数回試みることによって、堂に入った医師

役、患者役、通訳役を演じるようになり、やはり、

理論で理解するだけでなく、具体的に実践すると自

信につながるものだと感じました。 

 このプロジェクト委員会は、今後は有志の語学ボ

ランティアの方にも委員として加わって頂き、実務

型の医療ボランティア委員会となる予定です。どう

にか軌道に乗せられた活動を進展させるべく、更な

る研修会やセミナーを開いて、通訳ボランティア相

互の知識の共有や、事例研究会なども可能なかぎり

試みたいと考えています。外国人の方々が地元で安

心して医療が受けられるよう、その足がかりとなる

委員会であることを願っています。 
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第１７号 ２０１１年 ４月３０日 

 

医療ボランティア研修会を終えて 

熱
の
こ
も
っ
た
講
師
の
話
に

聞
き
入
る
参
加
者 

午後のロールプレイは、

本番さながらの真剣さ 
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２０１１年４月１７日(日) 実施 

今回のゲストのカアキネン・テイヨさんは、両親が宣教

師で３０年以上前に家族とともに来日しています。現在

は奥さんと埼玉にお住まいで、日本人以上に日本語が

上手でした。  

さて、フィンランドの人口は

東京の約半分で、面積は日本

の面積から九州を除いた大き

さと同じです。人口密度は１㎢

あたり１７人で、日本の約１/19

です。フィンランド人はシャイ 

な人が多く日本人とよく似ていて、また日露戦争の関

係で親日派も多いそうです。 

歴史を振り返ると１８０９年にスウェーデン＝フィンラン

ドは分割され、東半分は帝政ロシアによる同君連合のも

と準自治のフィンランド大公国を構成しました。ユーロ導

入前のフィンランド通貨は「マルッカ」で、フィンランドが

独立する半世紀前の１８６０年に制定されました。１９０６

年、フィンランドの女性はヨーロッパで初めて普通選挙

権を獲得したばかりか、世界で初めて国会議員の被選

挙権を得てきていて、現在の首相も女性です。なお言

語は９０％以上がフィンランド語ですが、公務員になる

には、スウェーデン語も必要です。 

気候に関しては南側の冬は札幌

と同じですが、北側は－４０℃に

なることがあります。ただし冬でも

部屋の温度は１８℃～２４℃に保

たれ、生活するには、かえって日

本より暖かいです。ラップランド 

に位置する北側の夏は短いですが、

南側は５月～８月の４ヵ月です。夏

は１時間以上かかる所を、冬は湖

畔に氷が張り、近道が出来るため

僅か１５分で移動できるそうです。 

産業については、５０年代は農業でしたが、現在はコ

ンピュータ、携帯電話、ハイテク産業が主流です。企画、

研究開発及びマーケティングに専念し、今は自社工場

を持たないノキア等は、昔はゴム産業でも有名であり、

その変化は国全体の時代に伴う進化を象徴します。昔

多かった農業及び林業は、以前より重要度が減ってい

るものの、土地の面積の８割を覆う森林は今もヨーロッ

パの木材輸出量を可能にしています。 

教育に関しては、学校では子供の興味を引き伸ばす

のが先生の役割で、日本みたいに偏差値や順位をつ

ける事は禁止されています。なお、生きた教育を促進す

るために教育計画は画一的なルールがひかれておらず、

現場の先生に任されています。また国からの補助があり、

何年か仕事に専念してきた大人の方でも勉強を続けた

り、あたらしい研究を始めたりする事が出来るシステムが

確立されています。 

最後に、雪国フィンランドを旅行するには、穏やかで

明るく自然豊かな夏がベストとの事でした。国立公園で

は無料で泊まれる小屋も用意されています。航空運賃

も最低７万円台から買えるそうです。さあ皆さん、フィン

ランドに出かけませんか？ 

世界の人とふれあいタイム委員会：生山 龍哉 

 

 

 

実施日時：平成２３年３月１３日（日） １４：００～１６：００ 

パネリスト： 田ノ上雪霞さん（中国） 

       マッシモ スッチ さん （イタリア） 

      ニック ファロー さん （イギリス） 

       牧野 ウーヴェ さん （ドイツ） 

テーマ：～異文化の人々の思い～ 

      「日本に住んで嬉しかった事、困った事」 

 

 

 

 

 

 

＜嬉しかった事＞ 

田ノ上さん：多くの日本人と出会い、その優しさが嬉しか

った。 

スッチさん：日本人がイタリアのことを良く知ってい

るのはうれしい。メンタリティの違いはあるが、やはり

日本人の優しさが嬉しい。 

ファローさん：交通機関がとても正確に運行されているこ

と、またとても安全であることが嬉しい。 

牧野さん：和食が健康に良い。交通機関が正確であり、

日本製品のアフターサービスが良い等々、日本の

良い点が沢山あり、たまにドイツに帰るとカルチ

ャーショックがある。 

＜困ったこと＞ 

田ノ上さん：日本では平日に休みを取りにくいという

事情があるのに、病院、郵便局、公共機関などが日

曜日に休みになってしまうので、大変不便を感じた。 

マッシモさん：子供が学校でいじめにあい、先生に相談

してもその役割を放棄しているとしか見えず、と

ても理解できなかった。 

日本人と友人になるのに時間がかかる。 

子供が学校で過ごす時間が長く、１日中、学校にい

て、親と過ごす時間少ない。 

ファローさん：教えている学生が明らかにメンタルな

病気を持っていると思われたので、学校に報告し

ても正面から問題に向き合おうとせず。「いや問

題ありませんから」と言われてしまう。とても理

解出来ない。建前論で話す。本音の議論が出来な

い。 

牧野さん：何か問題があるとすぐに対策委員会が出来

るが問題の解決にならない。 

「国際化」「国際化」と言い過ぎる。英語教育に時間を

かけている割には、教育が役に立っていない。 

パネルディスカッション報告 

テイヨさん 

左から 
 田ノ上 さん 
 スッチ さん 
 ファローさん 
 牧野 さん 
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＜感想＞ 

開催２日前に発生した東日本大地震の影響で、２人

のパネリストからキャンセルがあったことは残念でした。 

今回のパネルディスカッションでは、パネリストから本

音の意見が多く出て、改めて外国人との考え方の違いを

認識でき、参加者との質疑応答にも活気がありました。 

特に印象的であった事は、「国際化」に対する考え方

の差と、家族と子供の時間の過ごし方の差でした。また、

まだまだ外国人の意見をまともに取り上げようとしない傾

向があると言うことでした。 

研修・講演委員会：委員長 内堀 晴雄 

 

 

 

 協会の団体会員で構成される団体ネットワーク会議を、

４月１１日（月）に開催しました。 

団体会員の代表者が出席し、お互いの活動を報告、

意見を交換しました。 

今回の会議では、協会から、東日本大震災の影響に

よる節電に伴う会議室の夜間使用休止に対する会議室

利用の提案を行ったほか、印刷室のロッカーの再配分

について、提案いたしました。また、５月の総会に向け

て検討中の規約と役員選任規程の見直しについて、岡

添理事長から、検討のポイントを説明し、意見を伺いま

した。 

団体ネットワーク会議は、今後、開催頻度を増やし、

団体との意思の疎通、連携を図っていく所存です。 

 

 

 

 

  今年度の語学シリーズは、５月より開始されます。 

これまで、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル

語、フランス語、ドイツ語など、初心者を対象とした広範

な言語の語学コースを提供してまいりましたが、学習を

継続するコースを設けてほしいとの受講者の方々から

の強い要望に応えて、昨年よりステップアップ・コースを

企画し、多くの方に受講していただきました。 

平成２３年度も、昨年に続いてステップアップ・コース

を企画いたします。 

さしあたり、フランス語コースでは、「ステップアップ・フ

ランス語」を企画したところ、２４名の定員を大幅に超え

る応募があり、抽選で受講者を選出いたしました。 

これまでどおり、「初めてのスペイン語」も同時に開始

いたします。こちらも多数の応募者があり、やはり抽選を

行いました。 

９月下旬より開講の秋期シリーズでは、「ステップアッ

プ・イタリア語」と「初めての韓国語」を予定しています。 

また、１月から開始する冬季シリーズでも、１～２の言

語コースを実施する予定です。 

受講者は、老若男女さまざまです。語学学習を志す

動機は、｢かつてその国に駐在したことがある｣、｢ツアー

で旅した思い出が学習意欲を掻き立てる｣、｢学生時代

に学習し、郷愁を覚える｣など、いろいろです。外国人

講師のユーモアを交えての講義のお陰で、楽しみなが

ら学習する受講生の姿が印象的です。 

今後も、ふるって語学シリーズにご参加ください。 

また、言語や内容などコースのご希望等がありました

ら、当協会までお知らせください。 

 

 

 

 

 ３月１１日に発生した東日本大震災と大津波は、東日

本地域に甚大な被害をもたらしました。これを受けて八

王子国際協会では、被災地の皆様への下記の支援活

動と災害情報の提供を行ないました。 

① 震災発生時に、八王子市の震災対応のため語学

ボランティアを派遣。 

② 八王子市と協働で義援金募金箱を当協会窓口に

設置し、義援金の協力の呼びかけなど、募金活動を

実施。 

③ 当協会のホームページで、災害対策情報等をリン

クするとともに留学生等に災害情報をメール発信。 

④ 東京都国際交流員会、水道局等からの震災情報

等の翻訳など、多言語による情報提供を実施。 

今後も、多言語への翻訳・通訳の要請があった場合は、

語学ボランティアの協力を得て、いつでも対応できる体

制を整えてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 
１９９７年４月２日から２００６年４月１日に生まれたお子さ

んは、義務教育期間です。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） 

♢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。 

団体ネットワーク会議を開催 

 

平成 23年度 
語学シリーズのご案内 

東日本大震災に対する 
   支援活動について 
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URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/lunguages/023326.html 

 
平成２３年度 

八王子国際協会総会開催のお知らせ 
 

八王子国際協会では、下記のとおり平成２３
年度総会を開催いたします。後日、総会案内、
議案書を送付いたしますので、ご出席くださ
いますようお願いいたします。 

 日時：平成２３年５月２９日(日) 
    午後１時３０分 
 場所：学園都市センター１２階 
    第１セミナー室 

 

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３０件 
 (高校進学、生活費、通訳、翻訳、アルバイ
ト、その他) 
相談人数３０人 
 (日本、中国、フィリピン、アメリカ、スリ
ランカ、ネパール、ペルー、インドネシア、
ほか) 

３月相談件数３２件 
(PC 学習希望、学習支援、翻訳、通訳、そ
の他) 

相談者数３２人 
 (パキスタン、中国、ネパール、日本、イン

ドネシア、モンゴル、ナイジェリア、マレ
ーシア、ペルー、韓国、フィリピン) 

行政書士による外国人個別相談 
２月 相談件数 ２件(永住ビザ、就労ビザ) 

    相談者数 ２人(中国、フィリピン) 
３月 相談件数 ４件(永住ビザ、呼寄せビザ、遺言、

年金･保険) 
   相談者数４人(ドミニカ、フィリピン、デン

マーク、ペルー) 

理事会での決定事項等をご連絡 

平成２３年２月、３月の理事会で審議決定及び報告した

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。                     （２月、３月） 

・｢医療ボランティア調査研究｣は、①八王子市医師

会を通じ多言語医療問診票を病院等に配布、②

モデル病院と連携し、医療通訳の派遣制度を構築、

③MIC かながわの協力を得て３月１３日(日)に医療

通訳研修会を実施。 

・｢広報｣では、行動項目を実施するための委員会を

設置し、外国人のコミュニティを訪問、ヒヤリングを

行なう。 

・「留学生等の支援」では、SNS の構築を推進、メー

ルで、奨学金、震災情報の提供を行った。 

・｢規約見直し｣は、規約、理事選任に関する規程の

見直しを行なっている。 

○各委員会からの 22年度活動報告と 23年度の活動計

画が報告された。研修・講演委員会と国際理解教育

委員会からは 22年度をもって廃止の申し出があり、承

認された。                    (２月、３月) 

○(財)自治総合センターへ北野学習支援教室の運営、

学習支援者の研修のための助成申請することが承認

された。                         (２月) 

○総会の議案である平成２２年度事業報告および収支

決算見込み、平成２３年度事業計画案および収支予

算案について検討された。            

本年度事業として「日本人学生による英語・中国語弁

論大会」の実施が承認された。また、八王子市の国際

化推進プランに伴う外国人市民のアンケートの受託が

承認された。                   (２月、３月) 

○印刷室のロッカーの利用について、再配分することが 

承認された。                   (２月、３月) 

 

 

 

    

 

 

 行政書士による外国人個別相談 

 ５月１４日（土）、６月１１日（土）14:00～17:00 

 留学生八王子ふるさとプログラム 

顔合わせ ５月１５日（日）１０：００～１２：００ 

      於：学園都市センター 第５セミナー室 

 語学シリーズ ５月１２日～７月１４日（木） 全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 

 平成２３年度八王子国際協会総会 

５月２９日（日） 13:30  

      於：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 ガーナ共和国の話 

 ６月１９日（日） 13:30～15:30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜外国人のための無料専門家相談会＞ 
 ・武蔵境スイング１０F ５月１４日（土） 16:00～19:00 

  

◉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） 

 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 

 アクティブ・イングリッシュ      毎週木曜日 

  アジア青年会 Tel：０９０-６１６４-２８６４ 

サポートデスクだより 

 

今後の活動予定 （平成２３年５月～６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 

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 
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