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第 1回八王子市長杯 
学生外国語弁論大会が開催 

 

八王子国際協会では、八王子地域２３大学等に在学

する学生、または八王子市に在住する学生が、国際理

解や国際交流を深め、将来国際社会で活躍できる人材

を育成することを目的として、「第1回八王子市長杯学生

外国語弁論大会」を開催いたしました。 

八王子市での英語スピーチコンテストは、八王子市民

文化祭の一環として、八王子ＥＳＳが１９７７年～２００９年

の間、毎秋開催してきましたが、諸事情により２００９年の

第３３回大会をもって、惜しまれつつ終了しました。当協

会では、このような経緯を踏まえて、協会内に「学生外国

語弁論大会プロジェクト委員会」（委員長：鈴木時男氏）

を設置し、協議を重ねた結果、今般開催にこぎつけたも

のです。主催は八王子国際協会で、八王子市、読売新

聞社、八王子テレメディア、大学コンソーシアム八王子

のご後援をいただきました。本年度は英語の部のみを開

催し、将来は中国語などの多言語の弁論大会も実施す

る考えです。 

初年度にもかかわらず多数の応募があり、第１次審査

で、７大学１４名の学生（日本人９名、外国人留学生５名）

を選考しました。 

１２月１１日(日)午後１時より、クリエイトホールの視聴

覚室において、大会を開催しました。岡添健介理事長の

挨拶に始まり、司会の進行や出場者の熱い弁論等、会

場内の進行はすべて英語で行いました。 

審査委員長に目白大学の岡秀夫氏（東京大学名誉

教授）、審査委員は Kim Sano 氏（青山学院女子短期

大学講師[米国]）とRobert Marlowe氏（翻訳家[米国]）

を迎えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマは特

に指定しない

で、「国際化

(Internation

alization)」に

関する内容で

あることとしま

した。各大学

のESSで鍛え

た出場者も多

く、大 会は予 

想以上にレベルの高いものとなりました。また、留学生の

参加が多かったことも今大会の特色でした。約６０名の来

場者は、１４名のスピーカーの熱弁に聞き入り、大きな拍

手を送りました。 

慎重にかつ白熱した審査の結果、岡秀夫審査委員長

から入賞者が発表されました。受賞者は、「What Kind 

of Life do You Want to Live?」（有意義な生活とは何か。

人のためにもなる生活こそ有意義）という演題で熱弁をふ

るった、拓殖大学１年生の張倩（ちょうせん）さんが優勝、

準優勝は東京大学１年の王申冉（おうしんらん）さん、第３

位は明星大学３年の武藤奈央さんでした。３人の審査委

員の講評をいただいた後、優勝者には優勝カップと賞状、

読売新聞社提供の優勝楯などが、準優勝と第３位入賞

者にも賞状と副賞が贈られました。 

この日、開会前と審査中には、国立音楽大学の学生カ

ルテットによる弦楽４重奏の生演奏が会場に流れ、緊張 

する会場の空気を和

ませました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子国際協会 第２１号 ２０１１年 １２月２１日 

 

熱のこもったスピーチは、 

満席の視聴者を魅了 

審査員と入賞者を囲んだ 

出場者、主催者のみなさん 

室内楽が雰囲気を 

醸しだした 
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平成２３年１１月１３日（日）実施 

今回のゲストは大韓民国、釜山

出身の河英熙（하영희）（ハ・ヨンヒ）

さん。１１年前韓国のご主人と来日

されて現在は３人のお子さんのお

母さん。子育ても一段落ということ

で、いろいろな活動をしたいと、積

極的に引き受けてくださいました。 

まず、韓国で大切なことは礼儀。特に年上の人や両

親を大切にすること。親孝行の大切さを示したハングル

の絵本を見せながら話してくれました。 

国の人口約５千万人。漢字は昔、貴族などの位の高い

人々しか使うことができず、一般の人々は漢字を知りませ

んでした。無知のためにだまされるなどのトラブルを防ぐ

ため、李朝第４代王世宗が１５世紀に新しい文字ハング

ルを作りました。日本と漢字が共通なため韓国で日本語

が通じることもあります。（例：無理）ヨンヒさんは釜山で育

ったため日本語の言葉をいくつも知っていたことなど。言

葉の話に続いて、食文化の話。大きく分けて３種類あるキ

ムチは、実は時期・地域・作り方によって３００種もあるそう

で、そのほか焼肉、麺類など大きな料理本を見せながら

紹介。また、YouTube で舞踊や楽器、音楽を楽しみまし

た。またお子さんの１才のお祝いの服や靴を披露してくれ

ました。他にも、髪を切ることは男性でも難しいことや現在

抱える問題、特に出生率が世界一低いために教育にお

金をかけてみな大学に入れたがるが、50％～60％は仕

事につけないこと。また、がん医療については大変進ん

でいることや、韓国ではすべて変化や動きが早いのが特

徴であると語られました。 

 

 

 

 

 

後半の Q&Aの時間にも多彩な話がでました。国旗の

こと、医療問題、立て膝のことから高貴な方への正式な

挨拶の仕方や、韓国の中高年の女性は日本の大阪と似

ていておばさんパワーがあり、「３人集まれば皿が割れる」

といわれているほど。韓国の方からも質問がでて、「河さ

んが日本で困ったことは？」との質問に、今はインターネ

ットがあるから情報には不自由しないが、昔は病院探し

など大変だったとの答え。自分の子供たちに日本語、韓

国語両方を覚えてほしいと思うが強制はしたくないなど、

熱心な話し合いの時間となりました。さらに、河さんはお

こげの飴やのりを持参してくれて、ほんのり韓国を舌で味

わうことができました。 

参加者は３５人、若い方から年配の方まで、また初め

ての参加の方も多く、幅広い交流となりました。アンケー

トの中で「大変わかりやすかった」｢大変良かった｣という

答えが大半でした。 

 

 

恒例の「あったかホールまつり」が、１１月６日（日）、あっ

たかホール(北野余熱利用センター)で開催されました。 

八王子国際協会では、地域交流の一環として、今年も 

八王子市と協働で国際交

流コーナーのテントを設営

し、ドイツと韓国の方々にご

協力いただき、２つのエス

ニック料理を準備しました。  

ドイツの「ソーセージ｣は、日本で市販されているフラン

クフルトとは異なり、カレー風味のソースとトーストが添え

られた、ドイツでは極ポピュラーな料理だそうです。ソー

セージが調理されるのを首を長くして待つ子ども等、終

始長蛇の列ができました。 

韓国の代表的な料理で

ある｢チヂミ｣は、涼しくな

った今、魚介をたっぷり

入れた贅沢な味で、あっ

という間になくなりました。 

生憎肌寒く雨がぱらつく天候でしたが、会場は数千人

の来場者であふれ、館内では小中学校の合唱、ブラスバ

ンド、マジックショー、紙芝居などで盛り上がり、屋外では

フリーマーケット、模擬店、再生自転車販売等、環境ブー

スなどが設営され、今年も多彩なイベントが展開され、来

訪者も大いに満足したようです。 

 

 

 

 

 

 すっかり恒例になった留学生のための就職支援セミナ

ーを、１１月２６日（土）にクリエイトホール視聴覚室で開

催しました。午前中に行われた日本の企業に就職する

にあたっての心得や有用なアドバイスなどの講義を、午

後は東京外国人雇用サービスセンターによる個別相談

や八王子の優良企業の紹介などを行いました。 

 参加した留学生は４７名。外国人として採用されること

や正社員としての雇用があるかどうかなどの不安を抱え

ていること、いろいろな企業の人の話や実際に就職した

留学生の先輩の体験談を聞けたことがよかった、就職す

るときの準備がわかったなど、異国での就職事情に対す

る留学生の声です。 

 翌週の１１月３０日

（水）には、市内の

企業めぐりを開催し、

８名の留学生が参

加しました。実際の

工場や事業所の中

を見ることができ、

留学生は日本で働

くことをイメージでき

たようでした。 

留学生のための就職支援セミナー 

報告者：世界の人とふれあいタイム委員長 遠藤 良子 
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外国人のための 

無料専門家相談会を開催 

八王子での開催 

 

 

 

医療ボランティア委員会では、１１月２０日に「MIC か

ながわ」から講師を招いて医療通訳のための研修会を

開きました。 

今年３月１２日

（土）に開催した第

１回目に続く第２回

目ですので、前回

よりも少し高度な内

容となりました。１９

名の参加者は、午

前中２時間「医療に

おける外国籍住民 

の置かれている現状と課題」について、出席者参加型

の講義によって学び、午後２時間半小児科、整形外科、

婦人科、血液検査の結果に関する医師と患者の会話の

通訳をロールプレイングによって体験しました。 

 患者役に英語、中国語、

韓国語、スペイン語を母語と

する方達の協力を頂きまし

たので、ロールプレイングは、

臨場感のあるものになりまし

た。 

今後は、長期的な研修計画に基づいて、この研修会

を続けていく予定です。 

 

 

 

 

９月３日（土）から１２月１０日（土）まで全１４回、文化庁

の日本語支援事業の採択を受けて、「子ども日本語支

援ボランティア講座」を行ないました。 

約３０名の方が参加し、外国につながる子どもたちの

「現状と課題」、「母国の社会的・文化的背景などについ

て」や「八王子の外国につながる子どもたちの学校での

様子」、「日本語指導」についてお話を伺い、実習を通し

て、子どもの日本語支援をどうするのかを学んでいただ

きました。 

受講者の方から

『多方面からの

講師による特色

ある講座で興味

深かった。』『実

習もわかりやすく

理解するのに役

立った。』既に活 

動中の方からは『お話を聞き、得るものがあった。』と感

想が寄せられました。また、『子どもたちの心理面につい

ても知りたかった。』『講座が終了した今でも、全く日本語

が話せない子どもへの対応ができるかどうか不安だ。』と

いう意見もあり、今後、ステップアップできるような講座を

企画していきます。 

 

 

１２月１８日（日）、１時３０分より、学園都市センター１２

階第１セミナー室において、当協会臨時総会を開催しま

した。 

議案の役員選任（監

事の変更）の件につい

て審議され、本議案は

承認されました。 

臨時総会終了後に、会員懇談会を開催しました。会場

の設営を変え、出席者同士お互いの顔が見える形での

意見交換の場としました。活発な発言が交わされ、今後

の協会の事業展開に有意義な意見が多く出されました。 

 

 

 

 

 

 １１月２７日（日）、１４：００から八王子市学園都市センタ

ー１２階イベントホールで、留学生の日本語による弁論

大会が催されました。テーマは「今、私が日本でできるこ

と」でした。 

 １３名の留学生が大会に挑み、中国から来ているトウ・

エツ（杏林大学）さんが優勝しました。準優勝、３位のほ

か市長賞、西ロータリー賞が贈られました。改めて八王

子で学ぶ留学生の出場者のスピーチの内容、日本語と

もにそのレベルの高さを感じられた大会でした。 

 当協会もこの大会の開催に協力しました。 

 

 

 

 

 

 

八王子国際協会では、八王子市と協働で｢外国人の

ための無料生活相談｣を以下のとおり、開催します。これ

は、東京都国際交流委員会が都内１８ケ所をリレーする

「外国人のためのリレー専門家相談会」の一環として行

っています。 

日時：平成２４年２月１９日(日)１３：００～１６：００ 

会場：八王子クリエイトホール ５階ホール 

 

相談内容は、法律（ビザ、在留資格、国際結婚、離

婚）、精神医療、教育、子育て、年金・社会保険や労働、

一般（国民健康保険・生活相談）などの専門家が相談に

応じるものです。英語、韓国語、中国語、タガログ語、ス

ペイン語、ロシア語、タイ語の通訳がつきます。 

これに先駆けて１２月３日（土）の午後、語学ボランティ

ア及びスタッフを対象に、「相談時における通訳の仕方」

をはじめとする「法律的な観点から相談会への参加の仕

方」などについて、当協会理事の松原拓郎氏を講師に

迎え、研修を行いました。 

 

子ども日本語支援ボランティア講座 

臨時総会と会員懇談会 

患者役、通訳役になりきっての 
ロールプレイングの様子 

長丁場の講座に 

熱心に出席する受講者の方々 

大学コンソーシアム八王子主催 

留学生の日本語弁論大会 

医療通訳研修 

予告 
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サポートデスク相談 
10月 相談件数  28件 

（日本語教室紹介・学習支援・アパート相談・ア
ルバイト相談・学校のお知らせなどの翻訳・医
療通訳・ビザなど） 

     相談者数  28人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・スリラン
カ・イラン・スペイン・ベトナム・エルサルバドル・
台湾など） 

 
11月 相談件数  34件 

（学習支援・年金・母語保護・医療通訳・DV・離
婚など） 

      相談者数  34人 
（日本・中国・フィリピン・ペルー・サウジアラビ
ア・フランス・ナイジェリア・ネパールなど） 

 
行政書士による外国人個別相談 
11月 12日 相談件数１件、相談者数１人 
12月 10日 相談件数２件、相談者数２人 

 

理事会での決定事項等をご連絡 

平成２３年１１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。 

○橋本辰夫監事が１０月に逝去したことに伴い、後任の

監事を選任する臨時総会を１２月１８日(日)に開催する

ことが承認された。 

○臨時総会終了後、全個人会員を対象として個人会員

懇談会を開催することとした。 

○八王子市の歳出入の差額が大きく財源不足が深刻で

あることから、平成２４年度の予算策定について厳しい

状況にあることの説明が、国際交流課からあった。 

○新基本構想・基本計画素案「市民会議」について、次

の１０年を計画期間とした新たな基本構想・基本計画

の素案が策定され、外国人市民との交流・支援等につ

いても提案されることが報告された。 

 

 

                             

 

 

 

 年始の業務及び会議室利用のお休み 
  １月１日（日）～１月３日（火） 

 行政書士による外国人個別相談 

 １月１４日（土）   １４：００～１７：００ 

  ２月１８日（土）  １４：００～１７：００ 

 留学生八王子ふるさとプログラム 

 ウインターパーティ 於：学園都市センター「クレア」 

 １月２９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（日） １３：００～１４：３０ 

 世界の人とふれあいタイム 「ドイツの話」 

 ２月２６日(日)    １３：３０～１５：３０  

 語学シリーズ  

１月１９日～３月２９日 木曜日全１０回 

はじめてのポルトガル語講座 １３：００～１４：５０ 

 はじめてのドイツ語講座    １５：００～１６：５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜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。なお、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２４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 

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://hachiojikokusai.world.coocan.jp/ 
Mail: koko-8@nifty.com 

サポートデスクだより 

市内中学生の職場訪問・体験学習 

 市内の中学校の生徒が、総合学習の中でキャリア教

育の一環として、事業所での職場体験をしています。

生徒は事前の電話連絡のほか事前打ち合わせ訪問な

どを経て当日に臨み、きちんとしたマナーのもとキャ

リア体験に取り組んでいます。 

当協会では、国際理解教育を行ったあと、実際の業

務の補助を体験してもらいました。 

・11 月８日（火） 

椚田中学校２年生 ２名  職場訪問 

（市民活動支援センターでの職場体験を通し

ての当協会訪問） 

・11 月 29 日（火）から 12 月１日（木） 

   横山中学校 2 年生 2 名  職場体験 

 

 

 

 

mailto:koko-8@nifty.com

