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「留学生八王子ふるさとプログラム」の活動の中に、留

学生とファミリー、委員が一堂に集まって交流を深める機

会が年２回あります。ひとつは秋の BBQ大会、そしてもう

ひとつは冬のウィンターパーティです。 

今年度は 10月の BBQ大会に続き、１月 29日（日）に

学園都市センター11F の「クレア」で、ウィンターパーティ

を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国、台湾、フランス、ネパールからの留学生とファミ

リー、約 30名が参加。昨年３月の震災の影響もあって例

年より参加者が少ないため、小さな規模のパーティとなり

ましたが、それだけに充実した交流が出来たように思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれがインタビューの中で、日本の印象、自国の

紹介、ファミリーや留学生との交流など興味深く語ってく

れました。また、留学生に披露してもらったお国言葉で

の簡単な日常会話は、国によって発音の仕方が全く違

い、覚えるには大変難しいものでした。最後に、一緒に

歌を歌い、和やかな雰囲気のパーティとなりました。 

留学生にとって、何かあった時に、身近に親しい日本

人のファミリーがいたら、どんなに心強いことでしょう。今

年度のように大震災など起こった時は、特にそうです。 

 

交流の仕方も、いろいろ・・・。お互いに負担にならな

いことが前提です。留学生を通して、世界が広がります。

今まで知らなかった国々のことを直接教えてもらえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

留学生八王子ふるさとプログラムは、約１年間の交流

ですが、気が合えば留学生が在日中交流を続けたり、

帰国した留学生とずっと交流が続いているファミリーもい

ます。 

国を離れ、ひとり頑張っている留学生を暖かく応援し、

見守ってくださるファミリー、日本のことが大好きな留学

生をお待ちしています。ご興味のある方は、お気軽にお

問い合わせください。  

留学生八王子ふるさとプログラム委員長 林田房子 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
新年度も活発な交流ができることを期待して、ふるさと

プログラムのファミリーと留学生を募集しています。これま

でに参加された方は、ふるさと八王子をさらに深める出会

いを、まだ一度も参加されたことのない方は、留学生との

楽しく新しい出会いにチャレンジしてみてください。 

お申し込みは、当国際協会事務局にある申込用紙で

お願いいたします。 

 

八王子市民活動支援センターで紹介 

市民活動支援センターで毎月開催している「アクティブ

市民塾」で、「留学生八王子ふるさとプログラム」を紹介し

ました。２月 18日（土）10時 30分、支援センターに集まっ

た受講者は約 30人。 

八王子国際協会の事業とふるさとプログラムの説明、

国際交流に関するワークショップなどを行ないました。 

最後にふるさとプログラムに参加している留学生に、体

験談を話してもらいました。受講された方々は熱心に耳を

傾け、このふるさとプログラムと当国際協会の活動におお

いに興味を持たれたようです。 

 

 

 

 

八王子国際協会 第 22号 2012年 2月 29日 

 

留学生八王子ふるさとプログラム 

 

お国自慢の自己紹介は、参加者を笑顔にしました 

参加者同士の交流には、格別の楽しさがあふれます 
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 ２月４日（土）、11日（土）の午後、北野学習支援教室で

学習支援をしている方たちを中心に研修会を開催しまし

た。 講師は、横須賀市教育委員会外国人教育コーデ

ィネーター、神奈川県立地球市民かながわプラザ・あー

すぷらざ外国人教育相談コーディネーターの平塚淑江

氏に依頼しました。内容は、「日本生まれの外国につな

がる子どもたち」～教育的課題と予防的取り組みの大切

さ～と題し、講師の平塚氏の 20年の経験と実践から、社

会と家庭のはざまで生活するそれらの子どもたちが置か

れている環境と受け入れ方、指導方法、ヒアリングにつ

いて話していただきました。そのほか、支援者が実践し

ていて困ったことなどを浮き彫りにするためのワークショ

ップを行なうなど、２回にわたり学習をしました。 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
平塚先生のお

話を聞いて、母語

がいかに大切で

あるか、認識を新

たにしました。一

つでよいから、き

ちんと自分のこと

ばを持たなくては 

ならないのですね。ことばは思考のためのツールなわけ

ですから。そう考えると、家庭と学校でツールを使い分

ける必要のある彼らは、想像以上にハードな生活を強

いられているのでしょう。語彙が半分くらいというのも無

理がありません。「赤字・黒字」、「長男」を見て字面通り

の意味にとっていて、びっくりしたこともあります。配布さ

れた表に、つまずき、その背景、必要な支援について、

言語面、学習面、生活面からそれぞれ書き出すことで、

今まで漠然としていた点が整理され、どんなサポートが

必要なのか、少しクリアになったような気がします。子ど

もたちが２つのツールを身につけ、広い視野を持った寛

大な人間に育つことを願ってやみません。 
 北野学習教室コーディネーター   武藤弘美 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
私が北野学習教室を通して外国につながる子ども達

と関わり始めて、１年半余りになります。この度、小さな体

でもとてもエネルギッシュな平塚先生のお話を聴く機会

を得る事が出来ました。 

 私は、教室に通う子ども達にはしっかり日本語を習得し

てほしいと願っていますが、彼らの成長に最も大切なの

は、母語の確立と安定した親子関係である事がわかりま

した。私は、母語は自然に身に付くものと思っていました。

しかしそこには、異文化で生活する親（特に母親）が、安

定した情緒で健全な親子関係を保ち、子どもの発達に

幼い頃から関心を持てるかどうかが、大きく関わっている

そうです。そして、「母親が一番強くそして安心して話せ

る（または叱れる）言語で子どもを育てる事が何より大切

なんです！」という先生の言葉が、とても印象的でした。 

北野学習教室コーディネーター   吉越京美 

 

 

 

韓国・始興市の青少年サッカー交流団と親善試合が

行なわれました 

 

 

 

 

 

八王子市の海外友好交流都市のひとつである韓国・

始興市の中学校青少年サッカー交流団が、当市を訪問

し、２月 12 日(日)、市内中学生の選抜チームと、戸吹ス

ポーツ公園のサッカー場で親善試合を行ないました。 

抜けるような青空のもと、白熱したプレーが随所に見ら

れ、両チームともに日頃の練習の成果を存分に発揮した

試合でした。プレー後は「戸吹ゆったり館」でゆっくり汗を

流し、交流を深めました。八王子国際協会からは、３名

の語学ボランティア（韓国・朝鮮語）を派遣して、通訳な

どの支援をしました。 

 

 

 

 

 

 八王子市と台湾・高雄市は、平成 18 年に海外友好交

流協定を結んで以来、各種の国際交流を実施してきまし

た。今年も２月 17 日（金）に、同市の四維小学校が八王

子市立清水小学校を訪問し、音楽交流を行ないました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

校門で多数の小学生が「熱烈歓迎 台湾高雄市」と書

いた横断幕を掲げて、総勢約75名（生徒、先生、父兄な

ど）の訪問団を出迎えました。今年設立 38年目を迎える

清水小学校では、全校児童約 470 名が体育館に集まり

歓迎会を行ないました。同校児童代表の歓迎挨拶など

に続いて、この数年東京都の優秀校として表彰されてい

る同校ブラスバンド部による演奏で迎え、四維小は弦楽

団（チェロやバイオリン）の演奏でお返しをしました。両校

ともに、参加者から熱烈な拍手喝さいを浴びました。最

後に、参加者全員で「世界に一つだけの花」を日本語と

中国語で大合唱。記念品の交換をして、音楽交流は終

了しました。 

その後、各教室で日本の給食を食べながら懇談する

両校の児童たちの笑顔が、印象的でした。 

八王子国際協会からは、６名の語学ボランティア（中

国語）を派遣し、通訳などで活躍しました。 

学習支援者研修会 韓国・始興市とのサッカー交流 
報 告 

台湾・高雄市の小学校との 

音楽交流 

報 告 

報 告 

長年実践してきた方の体験談は、 

支援実践中の参加者の心に響きます 

四
維
小
学
校
の
演
奏
に
聞

き
入
る
、
清
水
小
学
校
の

児
童
た
ち 



八王子国際協会 会報第 22 号 2012 年 2 月 29 日 

 

- 3 - 

 

 

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

「外国人のためのリレー専門家相談会」を都内各地で順

次開催しております。 

八王子市では、当国際協会と

市が協働で開催し、今年で９回目

となり、２月 19日（日）13時から 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９

名、相談員４名、通訳

16 名、スタッフ 21 名で、 

９ヶ国 16 組 25 名の相

談者から 26 件の相談

がありました。 
 
 

 

語学シリーズでは、５月から下記の講座を開催します。 

言語：初めてのフランス語・初めてのスペイン語 

対象：市内在住・在勤・在学の方 

期日：５月 10日～７月 12日の毎週木曜日全 10回 

内容・時間：フランス語 (午後１時～２時 50分) 

スペイン語 (午後３時～４時 50分) 

会場：八王子国際協会 国際交流室 

定員：各 24名(抽選) 

受講料：6,000円 

(但し教科書代金として別途 2,000円程度必要です) 

往復はがきで、返信面にご自分の宛名を、往信面に

フランス語またはスペイン語とご自分の住所・氏名を

書いて、４月 10日（火）（必着）までに八王子市国際協

会（〒192-0083 八王子市旭町９－１八王子スクエアビ

ル１１階）に申込んでください。 

 

 

広報プロジェクト活動の一環として、八王子市内にお

住まいの外国の方々との情報交換を目的に、随時コミュ

ニティを訪問しています。 

＜中国人コミュニティ訪問＞ 

2011 年３月 24 日（木）、長房ふれあい館で活動してい

る「迎春花の会」を訪問しました。中国から日本に帰国し

た残留孤児の方々とそのご家族が、日本語、生活習慣

を学んでいます。八王子国際協会を紹介した後、意見

交換をしました。 

たまたま東日本大震災の直後でしたので、地震、計画

停電、放射能等が話題になりました。中でも計画停電の

お知らせが日本語だけで広報されており、内容の理解

が十分出来ず、不安な思いで暮らしている実態が感じら

れました。市で発表（中国語）した資料を基にして分かる

範囲で説明し、さらに必要なら八王子国際協会への問

合わせも可能である旨、伝えました。 

実際に外国人コミュニテイの方々と話をしてみますと

我々が思っていた以上の要望、困っている事等が出てく

る様です。今後も他の団体を訪問して「生の要望」を把

握して行きたいと思います。          

＜ペルー人コミュニティ訪問＞ 

2011 年４月 27 日（水）、ペルーから来日し八王子在住

の主婦の方へ取材しました。南米出身の彼らの楽しみは

サルサを踊る事。国ではサルサが大人気だそうです。 

Kさん：ご夫婦で仕事のために来日して 19年目。ご自身

も働いているが、残念ながら職場で仕事中に日本語で

会話する機会はほとんどない。友人はペルーやアルゼ

ンチン、ブラジル人。また、今回の地震や津波、原発の

報道の日本語が、複雑で正しく理解できない。 

H さん：19 年前の９月に来日して以来、ずっと八王子に

住んでいるが日本人の友人は少ない。家族や親戚と

はスペイン語を使って会話。趣味はケーキやパンを作

ること。来日当初、ボランティアに日本語のサポートを

受けた小１の娘さんは現在、26 歳に成長。お陰でスペ

イン語も日本語も堪能で青春を謳歌している。家族に

とって、頼りになる存在。 

S さん：独身で来日したのち日本で結婚。日本語はボラ

ンティアのサポートをしっかり受けることができた。お子

さん２人がサッカーチームに所属している現在、チーム

のお母さんたちと日本語で交流でき、友人も多ので日

本人からも情報を得ることができている。   

＜タイ寺院訪問＞ 

 2011年６月７日（火）に八王子市宮下町にあるタイ寺院

（ワッパー・プッタランシー寺院）を訪問しました。数年前

に出来たこの寺院には４人のタイ人のお坊様が常駐され

ており、八王子近辺はもとより、千葉、埼玉、横浜等の遠

方より沢山のタイの人びとがお参りに来ます。寺院の運

営には八王子・青梅在住のタイ人の方々が交代であたり、

訪問客の対応や寺院の管理、お坊様の毎日の食事の

お世話などをしています。タイ人にはお寺が心の拠り所

であり、外国に住んでいても自国の言葉で悩みや相談

事を話せる場所があるのは、すばらしい事だと思いまし

た。 

 ここに寺院を構えた目的のひとつに、タイの文化を日

本人にも知ってもらいたい、という事があったそうです。し

かし、今まで訪れてくれる日本人はほとんどいないそうで

す。 このコミュニティを通して、八王子国際協会の存在

を知ってもらう事、また日本人にこの寺院の存在を知ら

せていくのも当国際協会の仕事ではないかと思いました。

後日、６月16，17日に行われたタイの寺院のお祭りに、

広報委員が数名参加いたしました。 
      
平成 24年度会員登録継続のための  

            年会費納入のお願い  
会員登録をご継続いただくため、平成 24 年度の年
会費を、３月 31 日（土）までに以下の方法でご納入
下さいますようお願いいたします。  
○同封の郵便局振込用紙によるお振込み  
○口座お振込み（お振込先は同封のご案内参照）
○当協会受付での直接お支払い 

語学シリーズ 

無料専門家相談会 

広報委員会 
外国人コミュニティを訪問して 

報 告 

予 告 

告 

報 告 
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サポートデスク相談 
12月 相談件数  24件 

（日本語教室紹介・学童保育所・永住権・健康
保険・離婚・ＤＶ・翻訳・医療通訳など） 

     相談者数  24人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・スリラン
カ・ネパール・タイ・バングラディッシュなど） 

 
1月 相談件数  28件 

（日本語教室紹介・住宅・学校教育・カードロー
ン・離婚・医療通訳・翻訳など） 

      相談者数  ２８人 
（日本・中国・フィリピン・ペルー・トルコ・インドネ
シア・コンゴ・イタリア・イラン・ネパールなど） 

 
行政書士による外国人個別相談 

1月 14日 相談件数２件、相談者数２人 
2月 18日 相談件数２件、相談者数２人 

  八王子国際協会理事立候補の受付について  

来る５月 27 日（日）開催予定の定時総会をもちまして、

現役員（理事・監事）全員が任期満了となることに伴い、

役員改選を行ないますので、理事に立候補される方は同

封の八王子国際協会理事立候補届に必要事項をご記入

の上、２月 29 日（水）～３月 28 日（水）の期間に、下記あ

てにご提出ください。 

○宛先：八王子国際協会 役員候補者推薦委員会 

○ご持参の場合：月曜～土曜の10時～17時（休日を除く） 

○郵送の場合 ：３月 28日（水）の消印まで有効  

 

 

理事会での決定事項等をご連絡 

平成 23年 12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。 

○９月の理事会に続き役員候補者推薦委員会規則（案）

が審議され、承認された。 

○平成 23 年４月～11 月の収支決算及び 23 年度決算

見込みが報告された。 

○11月 29日（火）開催の委員長会議について報告があ

った。 

○東京都などへの助成金申請の状況につき報告があっ

た。 

○第１回八王子市長杯学生弁論大会、臨時総会、協会

職員の契約につき報告があった。 

 

 

 

 

 

 

                             

 行政書士による外国人個別相談 

 ３月 10日（土）   14：00～17：00 

  ４月 14日（土）  14：00～17：00 

 研修会 「ドメスティックバイオレンスとは」 

    ３月 17日（土）    13：30～15：00 

 世界の人とふれあいタイム「アルジェリアの話」 

 ４月 22日(日)    13：30～15：30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
◉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：０９０-３８７７-３５７４ 

 

＜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 
 

 

今後の活動予定（平成 24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 

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 

 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、事業所を職場訪問しています。生徒

は事前の電話連絡などで事前打ち合わせを経て当日

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、事業説明を行ったあと、生徒からの質

問に答え、理解を深めてもらいました。 

１月 27 日（金） 

打越中学校１年生 ７名  職場訪問 

報 告 

 

mailto:koko-8@nifty.com

