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 八王子市長杯第 2 回学生英語弁論大会を、八王子

市、読売新聞社、八王子テレメディアの後援により、

12 月 9日(日)、クリエイトホールの視聴覚室で開催

しました。今年は応募者が28名もの多数にのぼり、

書類選考の結果、15 名(日本人学生 10 名、留学生

５名)が本大会へ進みました。初めに岡添健介理事長

が開会の挨拶をし、石森孝志八王子市長のご挨拶を

いただきました。 

花輪宗命氏(大東文化大学教授、審査委員長)、Kim 

Sano 氏(青山学院女子短大英語科講師、審査委員、

米国人)、Robert Marlowe 氏(審査委員、翻訳家、

米国人)が審査委員席に着席後、昨年の優勝者である

張倩さんの司会で、いよいよ大会はスタートしまし

た。 

15 名のスピーカーのレベルはいずれも高く、多種

多様なテーマで、約 5 分間にわたり熱弁を奮いまし

た。 

厳正な審査の結果、｢What One Likes, One Will 

Do Well｣(好きこそ物の上手なれ)というテーマで発

表した中央大学の鈴木恒範さんが優勝しました。準

優勝は帝京大学の曹遠さん (留学生 )、テーマは

｢Reestablish Our Culture Identity｣(自国文化の身

分を建て直せ)、第 3位は拓殖大学の佐久間真理子さ

ん、テーマは｢Who Am I？｣(私は誰なの？)でした。 

優勝者には、賞状、優勝カップ、優勝盾、図書券

が、準優勝者と第 3位者へは賞状と図書券が贈られ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ました。最後に審査委員長と審査委員からの総評が

あり、大会は終了いたしました。 

 大会終了後、参加者は各審査員のもとへ行き、個

別のコメントを求め神妙な面持ちで聞き入ってい

る姿が印象的でした。 

次年度の大会は、さらに白熱することでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子国際協会では、八王子市と協働で｢外国人の

ための無料相談会｣(通訳付き)を、2013 年２月に開

催します。 

それに先立ち、語学ボランティアとスタッフを対

象に、12月 16 日(日)午後１時から３時まで、国際

交流室において研修会を実施しました。 

講師は、弁護士として多摩地区で活躍されており、

八王子国際協会の理事でもあります全東周(ちょんとん

じゅ)氏を迎えて行いました。 

内容は、｢法律相談通訳の役割と難しさ｣、｢外国人

３大法律相談(家事事件、労働問題、在留資格)｣、｢日

本の裁判制度｣を通して、『よく使われる言葉』の説

明と具体的相談事例をあげての解説がなされました。 

また、内容に関する質問にもわかりやすく答えてい

ただきました。最後に、最も重要な｢法律相談通訳を

行うに当たっての注意事項｣で研修を締めくくりま

した。多くの出席者から“大変有意義でした”との

感想をいただきました。 
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八王子市長杯第 2 回学生英語弁論大会 

外国人のための無料専門家相談会のお知らせ 

相談会のための研修会の報告 

この日のために練習を重ねて・・・各発表者の熱弁に、 
会場内は熱気に溢れました 

終了後、受賞者を囲んで全員で記念撮影 

外国人のための無料専門家相談会の概要 

日時：2013 年 2 月 9 日(土)午後１時～午後 4 時 

場所：学園都市センター11 階 ギャラリーホール 
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12 月 15 日(日)午後１時半から３時半まで、｢留

学生八王子ふるさとプログラム｣の Winter Party を

行いました。会場の八王子スクエアビル 11 階のス

カイラウンジ｢クレア｣には、若さあふれる男女の留

学生、小さいお子さんのいる家族、子供さんが独立

して二人暮らしのご夫婦など幅広い年齢の方々総勢

37 人が集まりました。軽食と飲み物を囲んで歓談し、

自己紹介代わりのインタビュー、体を動かすゲーム

で汗をかき、『世界にひとつだけの花』を合唱して交

流を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

留学生八王子ふるさとプログラムは市民ファミリ

ーと市内の大学の留学生が交流を通して、留学生に

八王子を第二の故郷、八王子のファミリーを第二の

家族にしてもらうとともに、市民ファミリーには八

王子にいながらにして国際交流を楽しんでいただく

プログラムです。グローバル時代と言われ、国と国

とが経済･文化面で密接な関係にある中で、心のいた

むことがたくさんありましたが、このようなときこ

そ市民レベルの交流の重要性が増しています。 

このプログラムは、留学生とファミリーを毎年 4

月に募集し、5 月に留学生とファミリーの組み合わ

せ(マッチング)を行い交流をスタートし、翌年の 3

月に終了します。交流方法はいろいろありますが、

家庭へ招く、茶道などの伝統文化を紹介する、近隣

のお祭りなどへ一緒に参加する、大学祭に行く、語

学を教えあうなど、様々な可能性があります。 

その間、このプログラムに参加する全留学生と全

ファミリーが参加する全体行事を年２回開催します。

秋のバーベキュー大会と、冬の Winter Party です。

バーベキュー大会は薪割り、火起こし、食物の調理、

片づけを皆で協力しあって行います。他の留学生、

他のファミリーとも知り合いになり情報交換をした

り、屋外でのゲームを楽しみます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年のバーベキュー大会は、10 月 21日(日)、高

尾の森わくわくビレッジで開催、留学生とファミリ

ー23 人が参加し、和やかに交流しました。今年は、

中国からの留学生だけの参加だったこともあり、日

本と中国の文化や生活のことを話題に、盛り上がり

ました。 

留学生とファミリーが、お互いの気が合った場合

には 3 月のプログラム終了後も自由に交流を続ける

ケースも多く見受けられます。留学終了後、国へ帰

る留学生や日本で就職する留学生もいますが、きっ

と八王子の街と八王子のファミリーとの交流が、よ

い思い出として留学生の心に残ると思います。来年

度も 4 月に市の広報紙｢広報はちおうじ｣でご案内し

ます。この意義あるプログラムに、多くの市民の参

加をお待ちします。 

留学生八王子ふるさとプログラム委員長：田中 寛 

 
 

医療ボランティア委員会は、12月２日(日)午後１

時から５時までNPO多言語社会リソースかながわ 

(通称MICかながわ)から講師を招いて医療通訳の研修

会を開催しました。 

最初に講師による医療通訳の心構えについて座学

で学びました。その後、医師と患者の会話を通訳す

るという、ロールプレイングを行いました。 

これまでの医療通訳研修では、当協会の語学ボラ

ンティアの方々のみを対象にしていましたが、３回

目の今回は広く一般の市民の方々にも告知し、英語

18 名、中国語７名、韓国語 1 名、フランス語 3 名

の方々が参加されました。協会の活動を知らなかっ

た方々に、我々の主要な活動である医療通訳の実態

を体験していただき、興味のある方には一緒に協会

の活動に参加していただくことを希望しています。 

 

留学生八王子ふるさとプログラム 

医療通訳研修会 

←自然の中での交流は楽しい  

バーベキュー大会の様子 

←気を付けながら、薪を割る 

↑みんなで食べる 

ゲームですっかり意気投合して、満面の笑顔 
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 ｢インドネシアの話｣ 
 

平成 24年 11月 25日実施 

 今回のゲストのアグス･スハルノさんは25年ほど

前、留学生として来日。一旦帰国され、現在は医療

機器の開発エンジニアとして勤務し、四人家族で八

王子在住です。 

インドネシアは多民族国家で民族、言語、文化、

宗教等が多様です。島は東西、約 5,000キロメート

ルに広がり、アメリカ大陸とほぼ同じ長さだそうで

す。 

国旗は、赤が勇気、白は聖なる純粋を意味してい

ます。先祖のルーツ(モンゴロイド)が同じと思われる

のが、ジャワ人と日本人の赤ちゃんによくみられる

蒙古斑。人口の約 6割がジャワ島に住んでいるにも

かかわらず、敬語が難しいジャワ語が敬遠され、最

近、若者は共通語のインドネシア語だけを話すそう

です。 

首都ジャカルタの人口密度は東京の倍以上です。 

（参考 ジャワ : 東京 約 14,000 人/k ㎡：約 6,000 人/k ㎡） 

気温はとても暑く、１年を通して、30℃前後。ジ

ャカルタは高層ビルの近代化したところと下町があ

るところが東京と同じ。一方ジョグジャカルタは京

都のような特別州になっており、宮殿や、大きな広

場の真ん中にりっぱな聖なる木があります。 

無形文化財の影絵(ワヤ

ン)、世界の七不思議の一

つ、仏教遺跡「ボルブドゥ

ール寺院」や、ヒンドゥー

教の遺跡で、世界で一番美

しいといわれる「プランバ

ナン寺院」を映像で紹介。

バリ島以外にロンボク島、

フローレス島、コモド島  

などがお薦めとのこと。 

バティック（ジャワ更紗）は実物で紹介され、大

きな布は女性の腰に巻いたり、赤ちゃんをおぶった

りするときにも使います。手描きの手の込んだ非常

に高価なものもあるそうです。正装の服もバティッ

クで作り、スハルノさんが着用の服もバティックと

のこと。 

ガムランという楽器で奏でるインドネシアの音楽

は、東西ジャワとバリとでは音色が異なるとのこと。

滑らかに語るようなものから、澄んだポップ調、明

るい自然を想うようなもの、のんびりした眠気を誘

うようなもの、ダイナミックな感じなどのリズムの

違いを聴かせてくれました。 

食べ物は辛いカレーが有名なのがスマトラ島。ジ

ャワ島は甘い味付け。セレベス島は魚が多く、えび

を日本へ輸出しています。 

Q＆A では、教育制度についての質問に、｢義務教

育期間は日本と同じだが、大学は 4 年半」とのこと。

スハルノさんが留学先に日本を選んだ理由について、

｢当時、ルックイースト政策から、先進国の日本に関

心があったから｣だそうです。インドネシアの人は日

本をどういうふうにみているのかの質問に、｢年代に

もよるが、インドネシアは資源も豊富で、おおらか

なので、昔の恨みなどはなく、むしろ若者の人気は、

漫画、アニメ、原宿ファッションなど。AKB48 に

真似た、JKT48がある｣。最後の質問では、少子高

齢化が進むなか、｢インドネシアは人口の増加が期待

され、2040 年までは若い世代が続く(※)｣そうです。

また｢女性が結婚、出産後も働ける制度や、周りの人、

お手伝いさんのサポートがあるため、仕事を続ける

ことができる」と羨ましいお話でした。 

（※根拠：国連のインドネシアの人口ボーナス[従属

人口に対する生産年齢人口]が 2 倍以上） 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは、｢話の内容、テーマ等が大変良かっ

た｣とほぼ全員の方からコメントをいただきました。 

「世界の人とふれあいタイム」委員長 生山 龍哉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※次回：2013 年２月 10 日(日)は｢二つの国、ウガ

ンダとコートジボアールの話｣、ユニークな企画です。
ご都合のつく方、ぜひご参加ください。 

バティック(ジャワ更紗)素材上着を身に着けて正式な衣装の 
スハルノさんのプレゼン光景 

スハルノさんの家族 

スハルノさんファミリー 

日本とインドネシアの関係は年々深まり、両国民の

交流も活発になりますが、常に一定の距離感があるよ

うな気がします。日本に住んでいる者として、このよ

うな交流活動に少しでも役に立てることができないか

と、常々思っています。 

今回の講演依頼が来たとき快く引き受けました。皆

様のご協力の元、多くの方々が集まり、講演を無事終

わらせることが出来ました。 

又、ご参加いただいた方々からたくさんの質問をい

ただき、その関心ぶりを体で感じることができて、嬉

しく思いました。 
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Ⅰ．就職支援セミナー 

11 月 17 日(土)、｢留学生のための就職支援セミナ

ー｣をクリエイトホール11階の視聴覚室で開催しま

した。八王子地域の大学で学ぶ留学生で、わが国及

び八王子の企業への就職希望者を対象にしたセミナ

ーで、今年で 5 回目を数えます。留学生の参加者は

22 名。午前中は、国の留学生の就職支援機関である

｢東京外国人雇用サービスセンター｣の説明に、受講

生の留学生は熱心にメモを取っていました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

その後、受講者の留学生は個別相談と同センター

への登録を行いました。この登録により、今後同セ

ンターから合同就職説明会の案内や企業の採用情報

を得られるなどのフォローアップを受けることがで

きます。個別相談とセンターへの登録は講義の合間

も実施され、すべての講義終了後まで続きました。

それぞれの学生の相談する内容のレベルが高く、同

センター室長が一人ひとりに丁寧に応えていました。 

続いて、留学協会からの講師として、既に企業に

就職し現在活躍している元留学生が、自分の就職活

動の経験について具体的な説明をしました。受講者

にとって就活をより身近なものとして捉えることが

でき、次のセッションに繋ぎました。 

午後は、八王子で留学生の就職を支援している企

業｢夢道 s｣が、より具体的な就職活動についての説明

を、八王子市産業政策課は八王子の産業と優良企業

の紹介をしました。八王子に本社と工場のある上場

企業の｢菊池製作所｣が、企業の内容について説明を

しました。受講生は熱心に耳を傾け、たくさんの質

問をしていました。 

｢各セッションの内容はとても充実していて、大変

参考になった｣、｢セミナーを通じて企業が求めてい

る人材などを知り、就職の準備活動として非常に勉

強になった｣、｢就活のアドバイスや企業紹介が大変

良かった｣など、感想が寄せられました。 

【当日の時間割】  

 
10:00 

「日本の企業に就職するにあたって」 

東京外国人雇用サービスセンター  

 
11:30 

「個別就職相談」、「登録」 
   東京外国人雇用サービスセンター   

 

11:30 
「内定をとるための先輩からのアドバイス」 

     留学協会 

 

13:00 
「留学生が就職活動に当り、考えておきたいこと」 

     夢道 s  

 

14:35 
「国際化している八王子の企業とその仕事」  

   八王子市産業政策課 

 
15:05 

八王子の優良企業の紹介 
           菊池製作所 

Ⅱ．企業めぐり 

上記就職支援セミナーに続き、八王子の優良企業を

見学する企業めぐりを実施しました。11 月 21 日

(水)の午前に｢カシオ計算機八王子技術センター｣、

｢コスモ計器｣《自動車部品などエアーリークテスタ

(空気漏れ試験)のメーカー》、午後に「菊池製作所」

《金型の研究開発、試作品の製作》を見学しました。

八王子市との協働で、午前、午後あわせて留学生 12

名が参加。環境に配慮した社屋や実際に製品を作っ

ている現場を見学し、技術力や製品管理の高さなど

モノづくりの姿勢に感心した様子で、参加した留学

生からは、今後の就職活動に大いに役立ったという

声がありました。 

 

 

 

 

 

 
 
 

八王子市では、これまで培ってきた知識や経験を

活かし、社会貢献活動や産業活動などの担い手とし

て、地域に根ざして主体的に活動を行う志を持った、

概ね 50 歳以上の方々を対象に上記の塾を開講して

います。その講座の一環として、塾生 5 名の方々が

11 月 14日(水)に来会された。当協会の活動を説明

し、理解をいただきました。今後当協会の活動への

参加が期待されます。 

 

留学生のための就職支援セミナーの開催 

企業めぐり実施 

緊張した面持ちでセミナーに参加する留学生 

実際に会社の中に入って、熱心に説明を聞く留学生 

はちおうじ志民塾の塾生に協会活動を説明 
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＜広報委員会取材報告＞ 

平成 24 年 11 月４日(日)、快晴の爽やかな散歩日

和である。正午過ぎに「あったかホール」の会場入

り口に着いた。人の波が入り口から正面玄関前の広

場と右手の駐車場に続いている。正面玄関前広場に

フリーマーケット、その西側に国際協会の黄色いテ

ントが一際目立っている。 

 国際協会のテントでは、ペルー人の高田さんご夫

妻、韓国人の金レナさんと金美善さん、帝京大学の

金東恩さんを初めとする留学生の方々など、ボラン

ティアの方々が忙しく活動し、こちらの取材が作業

の邪魔になる雰囲気であった。 

ペルーの高田さんご夫妻が作って売っているのは、

エンパナーダ。美味しそうなふっくらとした半円形

のミートパイで、珍しさとおいしさで、わずか 1 時

間で、品切れ寸前となるほどであった。 

 

 

 

 

 

 

 

隣の韓国のチヂミの売れ行きも好調の模様。金さ

ん 2 人が、4 枚のフライパンを巧みに動かしながら

汗だくでチヂミを焼き、韓国の留学生たちが販売。

テントの前には、焼き立てを待つ人々で長蛇の列が

できている。ほぼ休みなしで頑張っていた。本当に

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石森八王子市長が、開会式の挨拶で｢北野清掃工

場｣の活動と｢あったかホール｣の地域の絆作りつい

て話されたことなどを、伺った。 

入場者に来場の目的について聞いてみた。みなさ

ん一様に、フリーマーケットやリサイクル店の掘り

出し物探しとエントランスホール･イベントを見る

ため、散歩を兼ねて出てきたとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

外国人の方々に聞くと、家族の行楽や人とのふれ

合いを求めて来たという意見が多かった。バングラ

ディシュから大学への留学で来日し、そのまま日本

に帰化して 27 年になるというホサインさんは、家

族でこのイベントを楽しみにしていたとのこと、地

域の絆作りという視点から見ると外国の方が積極的

であるようだ。また日本の生活について、様々な問

題もあるが安全であることで、日本を選択したと話

しておられた。 

 会場の環境パークエリアでは、いろいろな環境サ

ービスのＰＲイベントが目を引いた。フリーマーケ

ットエリアでは、売りつくして会話を楽しむ場とな

っているスペースがあったり、お客との駆け引きの

楽しそうな姿や、おもちゃや小物に子ども達が喜び

集う姿があって、地域の絆作りの原点を見る心地が

した。数ある模擬店のテントでは盛況で売り切れ続

出の状況で、国際協会のテントも３時には売り切れ、

閉店となっていた。 

 館内エントランスホールで催されていたバイオリ

ンとチェロの演奏やマジックを、客席になった階段

に腰を掛けて観賞した。出し物毎に観覧客の波が続

いていた。 

主催者側の話によると、イベントは大成功で、人

出も昨年より2～3割多く10,000人くらいとのこ

とであった。来場者もほぼ満足との意見が多かった。

取材者もよい散歩と会話を楽しめ、とても楽しい一

日であった。  

報告者: 広報委員 北原 勲 

 

第８回 あったかホールまつり 

「次世代に伝える地域の環境と絆」 

                 を訪れて 

左：エンパナーダ   右：チヂミ 

国際協会のテントも盛況 

チヂミの焼き上がりを並んで待つ人々 

晴天に恵まれ、心もポカポカ 

八王子地域 23 大学等の 

留学生日本語弁論大会を開催 

http://hesomaga.up.seesaa.net/image/A5C1A5B8A5DF.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Empanada_-_Stu_Spivack.jpg
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サポートデスク相談 
10 月 相談件数 41 件 

（日本語教室紹介、子供呼び寄せ、税理士照会、 
アルバイト相談、翻訳、医療通訳など） 

    相談者数 41 人  
（日本・中国・フィリピン・ペルー・ベトナム・ 
南アフリカ・コンゴ・サウジアラビア・ドイツ・ 
エルサルバドル・スリランカ・フランスなど） 

11 月 相談件数 50 件 

（日本語教室紹介、学習支援、年金・介護保険、 
市提出書類内容、困窮、医療費、医療通訳、翻訳な
ど） 

      相談者数 50 人 

（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・カナダ・
ネパール・ベトナム・インドネシア・コンゴ・台湾・
セネガル・イギリス・スリランカ・マレーシア・ 
イラン・バングラデッシュ） 

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

12 月 8 日(土) 相談件数 0 件、相談者数０人 

 

八王子市学園都市推進会議の主催で、留学生日本語弁

論大会が、12 月 2 日(日)学園都市センターイベントホ

ールで開催され、13 名の留学生が｢私のお国自慢と八

王子自慢｣をテーマに、スピーチをしました。発表した

留学生は、中国８名、韓国４名、インドネシア１名で

した。それぞれ流暢な日本語で、自国の文化や教育な

どを紹介しながら、八王子を第二の故郷と思い、八王

子の人々との交流や、自分の住んでいる八王子の街の

良いところなどについて話しました。５人の入賞者の

うち、第１位を受賞した楊楽頴さん(中国、杏林大学）

は、有名な高尾山だけでなく、身近にある小宮公園を

取り上げたり、八王子駅北口のユーロードでの人々の

ふれあいや八王子の｢金木犀｣と故郷の桂林の花の｢金

木犀｣を結び、身近に感じる八王子での体験を話してく

れました。自国と八王子の心にこもるふれあいを大切

にする留学生のスピーチに、聴衆は大きな拍手を送り

ました。当協会は、この大会に協力しています。 

   
 

 行政書士による外国人個別相談会 

    １月 12 日(土) 14:00～17:00 

    2 月 9 日(土) 14:00～17:00 

 語学シリーズ 

   １月 17 日～３月 28 日木曜日全 10 回 

   ｢初めての韓国語｣ 13:00～14:50 

    ｢初めての中国語｣ 15:00～16:50 

 外国人のための無料専門家相談会 

    ２月 9 日(土) 13:00～16:00 

 世界の人とふれあいタイム 

   ｢ウガンダとコートジボアールの話｣ 

   ２月 10 日(日) 13:30～15:30 

 休業(年末年始) 12 月 29 日(土)～1 月 3 日(木) 

 

 

 
 

   
  

 

 

 

 

 
   

 

   

      

 

 

 

 

 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 

 http://nihongonokai.com/jp/ 

 八王子国際友好クラブ 

 http://hiug.jp/hifc/ 

 日中友好語学学習会 

 Tel: 042-643-1451 

 児童･生徒の学習支援 

 北野学習教室（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） 

 http://www.ccs-ngo.drg/ 

 八王子にほんごの会（子どもの日本語支援） 

 http://nihonngonokai.com/jp/ 

 その他 

 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） 

 http://www.ivh-jp.org 

 アジア･ディスカッション 

   アジア青年会 Tel: 090-3877-3574 
※会報 25 号、26 号でアジア青年会(AYC)の電話番号

に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。 

 

[ 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 
    

 
                    

 

 
発行･編集：八王子国際協会  

 
 

〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 
東急スクエアビル 11階 
 

TEL & FAX：042-642-7091  
URL： http://hachiojikokusai.world.coocan.jp/ 
Mail： koko-8@nifty.com 
 

サポートデスクだより 

各 種 情 報 

今後の活動予定（平成 25 年 1 月～2 月） 
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