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～世界に広がる愛とKIZUNA～ 
 

国際交流フェスティバル委員会  

委員長 塚本回子 

日時：１０月２日（日）１０：００～１６：００ 

場所：学園都市センター（八王子スクエアビル11Ｆ・12Ｆ） 

 

 ３月11日の東日本大震災で私たち日本人は、未曾有

の困難と立ち向かう事となりました。そして世界中からた

くさんの支援をいただきました。世界の２５３の国々、地

域からの援助金（総額８６４億円）を受け、日本は今世界

で「第一位の被援助国」となったそうです。 

また、援助金のみならず、世界の国々から様々な応援

メッセージが届いています。あらためて、世界からの「愛

ときずな」を感じております。今回のフェスティバルでは

その一部を「KIZUNAメッセージ」として展示し、ご紹介い

たします。あわせて、八王子発「日本の元気」を世界へ

届けたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊例年通り、世界の歌や踊り、異文化交流スペース、留

学生のお国自慢スピーチ、ＪＩＣＡ青年海外協力隊員の

講演会、八王子市海外友好交流都市写真展、国際交

流等ボランティア団体の紹介、ＪＩＣＡ体験コーナー、

中・高生のお茶席、フェアートレード・カフェ、お楽しみ

スタンプ・ラリー、メッセージボード「KIZUNAの花」など、

盛りだくさんの催し物を準備しております。 

＊「世界の子どもにワクチンを」・・・ペットボトルのキャッ

プをお持ち下さい。昨年は３５，０００個（４４人分）集まり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

＊今年のフェスティバルでは、特別企画

として、「地球のステージ」の公演を開

催いたします。 

 １０月２日（日）午前１０時開演 

         会場：12Ｆイベントホール 

 入場券は、協会で発売中です。 

（一般１，０００円、大学生以下５００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊フェスティバルのボランティア募集中・・・・ 

前日準備、当日会場整理等ボランティアとして参

加して下さる方を募集中です。国際協会まで連絡

下さい。 

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。 

ご協力をよろしくお願い致します。

 

 

 

 

ふるさとプログラムでは、９月に入学

の留学生があることを考慮して、留学

生の参加を募集しています。このプロ 

グラムを知らなかった留学生の途中参加も大歓迎です。

同時に、交流していただくファミリーも募集しています。 

 留学生とファミリーは、お互いの都合がつくときに、一

緒に出かけたりファミリーのお宅の夕食に加わったりなど、

普段の生活での気取らない交流をお奨めしております。 

１０月２３日(日)には、高尾の森わくわくビレッジにおい

て、バーベキュー大会を予定しています。このプログラム

に参加しているファミリーと留学生が、一堂に会し、楽し

く一日を過ごします。 

八王子国際協会 第１９号 ２０１１年 ８月３１日 

 

 

桑山紀彦氏 

 留学生八王子ふるさとプログラム 

追加募集 

ペットボトルのキャップを集めて 
世界の子どもにワクチンを！       

800 個でポリオワクチン 1 本分になります。 

「地球のステージ」とは・・・・ 

  世界の紛争・災害地域の医療援助活動を続

けてきた精神科医・桑山紀彦氏が、自分の目

でみてきた実情と被災者たちの前向きな姿勢

を、歌と映像で伝えるステージです。東日本大

震災では自らも被災、その復興の様子を伝え

ます。 

去
年
の フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の 様

子 
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６月４日より毎週土曜日６回にわたり日本語ボランティ

ア入門講座を開催し、３１名の方が参加しました。 

毎日使っている日本語を考え、外国の方と一緒に日

本語を勉強する日本語ボランティアとして、基本的な日

本語文法や日本語の音声について学習しました。 

日本語基礎文法については、杏林大学外国語学部

本田弘之教授が、日本語の音声は同大学嵐洋子准教

授が担当しました。 

毎回の出席率は９割を超え、受講者からは、「当たり

前のように話している日本語が外国人の視点に立つとこ

んなふうにみえるのかと気づかされた」「日本語は面白い」

「再発見した」との声がありました。講義のアンケート結果

においても、「講師が具体的な例を挙げたり体験談をもと

に話をされたり、ＣＤを使って講義されたので、わかりや

すかった」、「ユーモアをまじえ、考えさせながら進められ

たので、受け身にならずに学習することができた」など、

感想が寄せられました。 

当協会の団体会員の日本語教室について紹介すると

ともに、当協会が実施している外国につながる児童・生

徒の日本語・学習支援を実施している北野学習支援教

室の紹介も行いました。 

講座を受講された後、日本語ボランティアとして活躍

されることを期待しています。 

 

講座内容 

 日 時 内 容 講 師 

１ 

 

６月４日(土) 

10:00～12:00 

・日本語ってどんな 

ことば？ 

・他の言語と同じとこ 

ろ、違うところ 

本田弘之 

教授 

２ 

 

6 月 11 日(土) 

10:00～12:00 

・日本語文法の基礎 

知識 

・動詞・形容詞・助詞 

など 

本田弘之 

教授 

３ 

 

6 月 18 日(土) 

10:00～12:00 

・日本語文型の基礎 

知識 

・日本語の文型と使 

い方など 

本田弘之 

教授 

４ 

 

6 月 25 日(土) 

10:00～12:00 

音声Ⅰ 

音声学とは？ 

 

嵐 洋子 

准教授 

５ 

 

7 月 2 日(土) 

10:00～12:00 

・やさしい日本語と 

むずかしい日本語 

・学習者の立場で考 

える 

本田弘之 

教授 

６ 

 

7 月 9 日(土) 

10:00～12:00 

音声Ⅱ 

日本語の音声に 

ついて 

嵐 洋子 

准教授 

 

 

 

 

 

大学コンソーシアム八王子では、留学生の方々の生

活上の不安を少なくし、八王子での留学生活を楽しんで

もらえるようにとの思いから、昨年度、日本語版の生活ハ

ンドブックを作成し、各大学を通じ配布しました。 

本年度はその英語版・中国語版を作成することとなり、

当協会は翻訳・デザイン等総合的に委託され、その作

成に協力いたしました。 

翻訳版の生活ハンドブックは、大学コンソーシアム八

王子のホームページに掲載されています。 

ハンドブックの内容は次のとおりです。 

１.住居 ２.日常生活 3.健康･医療･保険 4.緊急時

の対応 5.災害 6.アルバイト 7.留学生に関する法

律等 8.交通機関 9.緊急時や生活に役立つ窓口

10.八王子観光情報 

 詳しい内容は、当協会のホームページでもご覧いただ

けます。 

 

 

 

 ７月２３日(土)に開催された小比企町一丁目町会夏祭

りに、協会として初めて参加しました。 

小比企町は、八王子市南部の北野街道沿いに位置し、

湯殿川が流れる自然環境豊かな地域です。東日本大震

災からの復興に願いを込めて｢ガンバレ東北! ひとつに

なろうニッポン｣の横断幕が眼を引きました。由井第三小

学校校庭で行われたこの夏祭りは、紙芝居、けん玉、ベ

ーゴマ、めんこ、輪投げなども登場し、他地域とは違った

ユニークでカラフルな企画で、留学生の他近くの日本工

学院八王子専門学校の学生も参加し、子供たちに遊び

を教えていました。 

当協会も「国際交流

コーナー」のテントを設

営し、外国人ボランテ

ィアが作った韓国の代

表的な料理の｢チヂミ｣

と、アルゼンチン料理 

の｢エンパナーダ(ミートパイの一種)｣を地域の皆さんに味

わっていただきました。食を通じて異文化体験をしてもら

うとともに、留学生を中心とした大勢の外国人市民が参加

しました。 

また留学生は地域の「寿会」の方々から踊りを教えても

らい、地元の方々と一緒になって盆踊りを踊りました。留

学生のユーモア溢れる自己紹介も行われました。留学生 

など若い人々と地元の

方々との盆踊りを通じた

交流は、夜遅くまで続き、

それぞれ夏祭りを楽しみ

ました。 

 

 

日本語ボランティア養成講座報告 

 

留学生のための生活ハンドブック 

 

小比企町一丁目夏祭り 

 

報 告 

模擬店には長蛇の列が・・・ 

盆踊りって、意外に難しい！ 
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八王子市内の大学で学ぶ学生が市のインターンシッ

プ実習生として、当協会で一日職場体験をしました。帝

京大学と中央大学からの実習生２人は、協会の事業に

ついての説明を受け理解してもらった後、他事業所への

連絡をとる業務等を体験してもらいました。(８月１１日) 

八王子市内小学校の教員１０年目の先生２人は、夏

休み中の３日間を当協会において研修として職場体験

をしていただきました。八王子市における国際化等の実

態について理解していただいたり、留学生やインドネシ

ア人看護師、ボランティア団体の方々のお話を聞いてい

ただきました。また中学生の学習支援にも協力してもら

いました。２人の先生方には、普段とは違う職場の環境

を楽しんでいただいたようです。 

（８月５日～８月２４日のうち３日間ずつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日にち：９月１８日（日） 

会場：学園都市センター１２階第１セミナー室 

○入管法の改正に伴う説明会     １３：３０～１４：３０ 

平成２４年７月からの入管法の大幅な改正を前に、

説明会を行います。 

主な変更は、『在留カードの交付』、『在留期間の延

長(最長５年)』、『みなし再入国許可制度の導入』、『外

国人登録制度の廃止』等です。説明は、八王子市市

民部市民課外国人登録の担当者により行います。 

○個人会員向け懇談会         １４：３０～１６：３０ 

当日は、当協会の団体会員に所属していない個人

会員の方々に、協会活動のご理解を深めていただくた

め、当協会の活動紹介と理事長との懇談会を行います。

どうぞご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

八王子地域の大学等に在学、八王

子に在住する学生が、国際理解や国

際交流を深め、外国人市民と日本人市

民が共に生活する多文化共生社会を 

理解してもらうと共に、将来国際社会で活躍できる人材を

育成することを目的に、八王子市長杯学生外国語弁論

大会を開催します。 

日時：１２月１１日（日） １３：００～１６：００ 

会場：八王子クリエイトホール 11階 視聴覚室 

テーマと発表時間：「国際化」に関する内容を、英語で 

 ５分程度発表 

応募資格：八王子地域２３の大学・短期大学・高等専門

学校に在学または八王子に在住する学生で、英

語を母語としない方 

申込み：１１月１２日（土）までにスピーチ原稿と必要事項

を記入した（協会で配布）申込書を国際協会まで 

表彰・副賞：  

    優勝   （副賞２万円の図書券）  

読売新聞社より特別賞として「盾」が贈られます。 

    準優勝 （副賞１万円の図書券） 

    第３位  （副賞５千円の図書券）  

お問い合わせ：八王子国際協会  

後援：八王子市、大学コンソーシアム八王子、読売新聞

社、八王子テレメディア 

 

 

 

日時：１０月２日（日） ９：００～１１：３０ 

３月１１日に発生した東日本大震災は、東北・関東の

太平洋地域に甚大な被害をもたらし、多くの尊い命が失

われました。 

日頃からの防災意識の高揚と訓練が大切であること

はいうまでもありません。八王子市では、毎年、警察や消

防などの防災機関や町会・自治会と合同で総合防災訓

練を実施しています。今年は上
か み

壱分方
い ち ぶ か た

小学校
し ょ う が っ こ う

を中心に、

元八王子市民センターや東京天使病院などの複数の施

設を会場として実施されます。今年も八王子市と八王子

国際協会が連携して、外国人支援センターを開設し、多

くの外国人市民も参加する予定です。当日は消火訓練

や起震車体験など、盛り沢山の訓練メニューが用意され

ています。会員の皆さんも、ふるってご参加ください。 

 

 

 

 

日本語を母語としない親子のために、日本の高校へ

の進学ガイダンスを、多言語で行います。 

日時：１０月３０日（日） １３：００～１６：３０ 

会場：学園都市センター１２階 第１セミナー室 

日本の教育システムの説明、八王子地域から受験で

きる学校、受験に向けての学習、中学校の成績や卒業

後に何をしたいか等を考慮した進学相談をします。また、

現役高校生の体験談もあります。当日は、通訳（６か国

語：中国語、英語、タガログ語、スペイン語、韓国語、タイ

語）がついています。上記言語以外も受けられる可能性

がありますので、国際協会までお問い合わせください。 

・入管法の改正に伴う説明会 
・個人会員向け懇談会 

八王子市 総合防災訓練 

 

多言語による高校進学ガイダンス 

 

Ｈ２３年度インターンシップ実習生 

及び八王子市教員職場体験に協力 

 

第１回 八王子市長杯 
学生外国語弁論大会(英語の部) 

参加者募集中 

インドネシア人看
護師から、日本語
の勉強や看護師
資格取得までの
努力を伺う 
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理事会での決定事項等をご連絡 

平成２３年６月、７月の理事会で決議及び報告した事項を

ご連絡します。 

○平成２３年度の総会に関して、総会でのアンケート結

果、議事録等の報告と、個人会員懇談会の９月開催に

ついて説明があった。                 (６月) 

○平成２３年度における理事会と委員長会議の回数を見

直し、理事会の日程を決定した。          (６月)               

○協会職員の雇用契約の更新と経理職員の新規採用

が承認された。                      (６月) 

○１２月に開催する八王子市長杯学生外国語弁論大会

の各大学への案内や八王子市等の後援を得たこと等、

準備状況の報告があった。          (６月、７月) 

○外国人市民と地域住民との交流促進のため、小比企

町の夏祭りへの参加が報告された。    (６月、７月) 

○会員証発行、節電対応に伴う会議室の利用等会員か

らの要望につき報告と審議が行われた。  (６月、７月) 

○広報委員長、医療ボランティア委員長、外国人のため

の無料専門家相談会委員長がそれぞれの委員会で

選出されたことの報告があった。           (６月) 

○大学コンソーシアム八王子の「留学生ハンドブック(英

語版、中国語版)」を総合的に受託することになり、予

算額を収入、支出ともに４８万円から８０万円に変更す

ることが承認された。                  (７月) 

○委員長会議で検討された①規約の改定②委員会の

新設・廃止③委員長会議の規定化③会員の委員会の

参加を増やすこと等に伴う委員会規程の改定が、承認

された。                         (７月) 

○役員候補者推薦委員会での委員会規則の検討状況

につき報告があった。                 (７月) 

○国際交流フェスティバルの準備状況の報告があった。 

                                (７月) 

○防災・災害対応プロジェクト委員会の進め方につき報

告があった。                       (７月) 

○国際化推進プランに伴う外国人市民へのアンケートの

概要の報告があった。                 (７月) 

 

                             

 

 

 

 行政書士による外国人個別相談 

 ９月１０日（土）  １４：００～１７：００ 

 10月８日（土） １４：００～１７：００ 

 入管法の改正に伴う説明会 

＆個人会員向け懇談会    日時、場所：３頁参照 

 世界の人とふれあいタイム 「アルゼンチンの話」 

９月２５日(日)   １３：３０～１５：３０  

 国際交流フェスティバル             １頁参照 

 八王子ふるさとプログラム参加者募集     １頁参照 

 多言語による高校進学のガイダンス      ３頁参照 

 子ども日本語支援ボランティア講座  

９月３日～１２月１０日（土） 全１４回 

 語学シリーズ 韓国語、ステップアップイタリア語 

  ９月２９日～１２月１５日（木） 全１０回 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜医療相談＞ 
[なんでも相談室] 
（初回無料、２回目以降１回2,100円/30分・要予約） 
社会福祉士、精神保健福祉士が医療や介護の問題等に
対応。引きこもりに関する専門相談は初回より有料です。 

[多文化精神科外来]（毎週月曜日・要予約） 
精神科医師による多言語精神科外来診療で、英語・
フランス語・中国語に対応可能です。 

※中国語はすべての診療科で通訳可。 
問合わせ：医療法人社団ＫＮＩ 北原ライフサポートクリニック 
      JR八王子駅南口サザンスカイタワー八王子 １階 

Tel：０４２‐６５５‐６６６５ 
 

◉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 

 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 

 

今後の活動予定（平成 23年９月～10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 

 

 
サポートデスク相談 

６月 相談件数３３件 
 (子育て、子ども学習支援、離婚、医療費、 
通訳・翻訳、日本語学習、その他) 
 
相談人数３３人 

 (日本、中国、韓国、フィリピン、ブラジル 
アメリカ、コロンビア、コンゴ、ドイツ、 
スリランカ、ペルー、タイ) 
 

７月 相談件数３２件 
(子ども学習支援、DV、翻訳、医療通訳、 
日本語学習、その他) 
 

相談者数３２人 
 (日本、中国、ネパール、スリランカ、ガーナ 

トルコ、インド、ペルー、台湾、アルジェリア 
カンボジア、アメリカ、その他) 

 
行政書士による外国人個別相談 

６月７月 相談件数３件 相談者数３人 
 

 サポートデスクだより 

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

