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2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から、

早いもので 2 年を迎えます。しかしながら、今でも多

くの方々が震災後の生活不安や精神的な不安などに悩

んでいる厳しい現実があります。この未曾有の大震災

の教訓から、八王子国際協会では、2011 年 7 月に｢防

災・災害対応プロジェクト委員会｣を立ち上げ、検討を

重ねた結果、八王子市域に震度 6 弱の地震が発生した

場合の外国人支援について、そのスキームを完成し、

会報 26 号(2012 年 10 月発行)でその内容を紹介し

ました。先般、このスキームに従って、外国人の避難

場所に指定されている 17 の市民センターのうち、南

大沢、由木中央、由木東の各市民センターにおいて行

われた、市と学園都市文化ふれあい財団主催の防災訓

練に、外国人支援として協会も参加しました。さらに、

日頃から防災意識を高める目的で東京都の防災訓練に

事務局員が参加し、国際化市民フォーラムではパネリ

ストとして、八王子市の防災・災害時の外国人支援を

紹介しました。また、留学生による立川防災館見学も

行われました。以下は、このような防災訓練、市民フ

ォーラムなどの報告です。 

 

 

 

 東京都が主催する「外国人支援のための防災訓練」

が、1 月 23 日(水)江戸東京博物館で行われました。    

当日は晴天でしたが、強風が吹き荒れた寒い天候にも

かかわらず、各国大使館関係者、28 か国の一般外国

人など約 200 名と日本人約 100 名が参加し、八王子

国際協会からも数名が参加しました。主催者である東

京都生活文化局長の挨拶のあと、実施プログラムにつ

いて英語で説明され、訓練が始まりました。屋外にお

いては、起震車及び煙ハウス体験、初期消火訓練、NTT

による災害用伝言板の使用方法が説明され、東日本大

震災の経験もあって、参加者は緊張した面持ちで取り

組んでいました。屋内では応急救護、AED 訓練、包帯

法(包帯の巻き方)などの講習がありました。 

日常生活では経験することのない訓練にやや戸惑い 

 

 

気味だったのですが、貴重な訓練を体験し、安心と

満足した笑顔が外国人参加者に見られました。 

 

   

2 月 12 日(火)、南

大沢、由木中央、由木

東の各市民センター

で外国人のための防

災訓練が行われまし

た。 

 

｢八王子市域に震度6弱の地震発

生後、交通、通信手段が復旧し連

絡が可能な状況｣(フェーズ２)と

いう想定での訓練でした。各市民

センターともに、あらかじめ用意 

されたシナリオにより、避難してきた外国人に対して

協会の語学ボランティア 

が通訳支援を行ないまし 

た。南大沢では中国･ロシ 

ア、由木中央では英国･ 

米国･カナダ･ハンガリー 

･アルジェリア、由木東で 

は米国･コートジボアール 

の合計 12 人の外国の方々が参加し、国際色豊かな防

災訓練となりました。多くの課題や問題点（語学ボラ

ンティアの方たちとの携帯電話による連絡方法など）

がありましたが、次回の訓練に有益な情報を得ること

ができ、何ものにも得難い経験となりました。 
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防災無線で 
連絡を取る 

語学ボランティアと 
スタッフの打合せ 

実際の動きを想定

し、「ケガをした外国
人避難者」などから
ヒヤリングを行う語

学ボランティアとそ
の訓練の様子 

避難者の受付 

訓練を行った市民センター 
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地震がいつ起こるかは我々が予測できないけど、

地震発生時に正しく行動すること、いわゆる身の

安全を守ることはすごく大事だということがわ

かりました。それでは、その時にどう行動すべき

か、まずは何をするべきか、どこに逃げればいい

かという知識を知っておくことが大事、地震発生

時に命を守る唯一の鍵です。 

 自分が体験してから、防災訓練の必要性をすご

く感じ、周りの友達にも参加するのを勧めまし

た。すべては、万が一の時に少しでも役に立てる

と考えています。今度もしこのような防災訓練に

関するイベントまたは行事が行われるなら、また

参加したいです。 

 帝京大学 馮 冰雁（ヒョウ ヒョウガン） 

 

 

恒例の東京都国際交流委員会主催の「国際化市民フォ

ーラム in Tokyo」が、2 月 23 日(土)、渋谷区のウイ

メンズプラザで開催されました。外国人登録者数が約

40 万人で総人口の 3％を占める東京。グローバル化す

る東京が抱える問題点や課題、国際協力のあり方など

を考え、国際化への理解と認識を深めることを目的と

したフォーラムです。4 つの分科会に分かれて実施さ

れ、第 3 分科会では｢行ってみよう防災訓練、進めよう

地域の取組｣というテーマでパネルディスカッション

が行われました。東日本大震災を経験し、いざという

ときに自分や家族などの安全を図るために、どのよう

な対応が必要かという観点から、八王子国際協会の事

務局員と八王子市在住でイタリア語講師のスッチ・マ

ッシモさんがパネリストとして、それぞれ八王子市の

災害時の対応、日本同様に地震国であるイタリアの取

組みを紹介しました。 

昨秋、外国人市民のための「災害ヘルプカード」と「防

災マップ」が完成しました。協会の語学ボランティアが

多言語（英語、中国語、韓国語、スペイン語）で翻訳し

ました。 

八王子市の公共施設、外国人コミュニティ（教会、モス

クなど）、外国人を多く採用している企業などにすでにこ

のカードを配布しました。毎日新聞、八王子経済新聞や

八王子テレメディアからも取材があり、紹介されました。 

八王子市以外の自治体から 

も問い合わせなどがありま 

した。 

上述した通り、市民セン 

ターの防災訓練では多く 

の語学ボランティアが参 

加しました。 

2013 年度も同様の防災 

訓練を予定しています。 

 

語学ボランティアとして 

お手伝いできる方はぜひ 

登録してください。 

問合せ、申し込みは、 

国際協会担当：古川まで 
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 ｢２つの国：ウガンダとコートジボアールの話｣ 
 

 
 

 

平成 25 年 2 月 10 日実施 

今回のゲストはウガンダ、ナンサナ出身で、早稲田

大学国際教養学部3年生のマトヴ･ジョセフさんです。 

｢ウガンダはアフリカの東、赤道直下ですが、暑い国

ではなく一年中暖かく、とても過ごしやすいです。」と

話されました。アフリカ最大のビクトリア湖が有名で、

首都はカンパラです。112 の郡に 56 部族がおり、公

用語は主に英語とウガンダ語です。「人をもてなす精神

(ホスピタリティ)を大切にしていることは、日本と通

じる｣ものがあるそうです。 

国旗の色は黒が黒人、黄がアフリカの夜明けの光、

赤が民族愛をそれぞれ表しています。中央に国鳥のホ

オジロカンムリヅルが描かれています。 

人口は 3,500 万人。平均寿命は男性 52.4 歳、女

性 54.5 歳と短いです。レンガの家、牧畜、肥沃な土

地での特産のフルーツが豊富で青いバナナを使った、

日常食のマトケ料理などを映像で説 

明されました。燃料に炭は欠かせな 

いとのことです。 

1964 年にイギリスから独立した 

ウガンダは、9 年に亘るアミン大統領の政権後、内乱･

無血クーデタを経て、ムセベニ大統領の政権が続いて

います。「最近、石油が採れることがわかり、銅、コバ

ルト、鉄鉱石、石灰岩などの資源ビジネスに国が発展

すると思う」と、プレゼンを締めくくりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

コートジボワール、アグボヴィル出身のコネ･イソフ

さんは小･中･高で英語の教師の傍ら、プライベートス

クールでフランス語とアラビア語も教えています。 

国の名前は英語ではアイヴォリーコースト(Ivory 

Coast)、かつてこの地方の海岸で象牙が多く取引され

ていたことが、象牙海岸の名前の由来だそうです。現

在は、フランス語表記のコートジボワール (Côte 

d'Ivoire)で呼ぶように国が要請しているそうです。 

国旗のオレンジ色はサバンナ：豊かな台地、白は平

和を、そして緑は森林であり、希望を 

意味しています。国章は象。公用語はフ 

ランス語で、各部族語も使われています。 

1960 年にフランスの植民地から独立し、首都はヤム

スクロに移転されましたが、実質的首都機能はアビジ

ャンが果たしているそうです。 

サバンナの動物：象、ワニ、水牛、ライオン、錦蛇が

有名で、チョコレートの原材料であるカカオの生産量

は世界一です。カフェ、樫の木もアメリカやヨーロッ

パへ輸出されていて、天然資源はダイヤモンド、金、

マンガン、石油、ガスが豊富です。民族はマリンケ族

が約 55％を占め、伝統宗教は 60％になります。 
 

Ｑ＆Ａでは、「教育制度について」の質問に、ウガン

ダは 3 才から幼稚園に行き、小学校は 7 年、中学は 4

年、高校は 2 年、大学は 3 年～5 年です。英語は幼稚

園から学んでいます。マトブさん自身の小学校の思い

出は「何度も先生に怒られて、学校が嫌いだったが、

友達に会うために学校へ行った。」とのことです。 

コートジボアールは、中学は 3 年、高校は 4 年、大

学は 4 年です。大学卒業は 30％ぐらい。中学卒業後

に就職する人が多いそうです。  

「日本で学んだエネルギーを将来アフリカのために

役立てるのか？」の質問に、マトヴさんは｢アフリカの

ために日本に来ました。将来の夢はウガンダの大統領 

   になりたい」と答え、大きな拍 

手が起こりました。 

コネさんはバゼン
．．．

（３枚重ね 

の服）とフグラ
．．．

という帽子の民 

族衣装を披露してくれました。  

ウガンダでは炭の使用量が多 

いため、木の伐採や二酸化炭素
．．．．．

 

の問題があり、環境のためにも 

木を 1 本切ったら、1 本植える

ように奨励しているそうです。 

今回は初めての試みでアフリカの 2 つの国のゲス

ト･スピーカーをお招きしました。参加者からはとても

好評でした。「ガーナの話」の時のゲストスピーカーだ

った、ムサさんも民族衣装で駆けつけてくれ、場の雰

囲気を盛り上げてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●マトブさん 
「スタディツアーで訪れていたタイから、今朝、日本に戻
ったばかりです。」と話され、準備していたアフリカのド
ラム演奏や、民芸品を紹介することはできず残念です。 
●コネさん 
「アラビア語や教育学の修士、英語教育の博士号を取得。
その資格を活かして、八王子で活動できる機会を持ちた
い」と語っていました。 

将来の大きな夢を語るマトヴさん 

民族衣装のコネさん 

世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉 

 

※次回：2013 年４月 21(日)13:30～15:30 は｢ペルーの話｣です。

ご都合のつく方、ぜひ、国際協会へお出かけ下さい。 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Coat_of_Arms_of_C%C3%B4te_d'Ivoire.svg
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～＊『北野学習支援教室に想いをよせて・・・』＊～ 

 外国につながる子どもたちの学習支援、と聞いて、

どんな事をするのか?!、また何をしたら良いのだろう

か、よくわからないのではないでしょうか？ 

この私も携わる前はそうでした。 

｢学習支援｣とはいえ、塾ではなく、勉強ができない

子どもたちでもなく、進学指導でもありません。 

 

 

 

 
 

実際｢学習支援教室｣では、子どもたちが各教科の学

習をしている、あるいは私たち支援者が学習を教えて

いるだけかといえば、そうではありません。学習を支

援することを軸に、｢縁あって日本に住んでいる子ども

たちが、今をそしてこれから先、日本で生きて行く上

で必要なことを、学校とは違った関わりで地域の大人

が話してあげたり、時には支えてあげたりする場所｣

です。 

小学生にとっては、北野学習教室で学校の友だち関

係とは異なる自分と同じような立場の子どもたちと国

籍を超えて交わり関わり合って、共に成長して行く場

となっています。 

 

 

 

 

 

 

そうやって過ごした小学生時代を経てなお通い続け

る中学生は、日本で自分が生きて行くために、ある意

味他の中学生より早くから真剣に自分の将来や生きる

道を模索して、学習に取り組み始めます。その大事な

時期を尊重しながら、私たちは支援者という立場で関

わり、少しでも子どもたちを支え励まし応援出来た

ら・・・という思いで日々接しています。 

 教室にやって来る時間は、通っている学校や自宅の

場所によって多少違い、学習時間中は、小･中学生が同

じ場所で学習しています。また中学生は小学生が帰っ

た後も更に学習を続けます。こんな風にみんなが同じ

教室で学習している様は、寺子屋風景に近いものがあ

ります。そしてその環境が、年齢と国の異なった子ど

もたちが一緒に居る事が当たり前であり、極自然のこ

ととして、子どもたち自身が受け止めていることを感

じます。 

各学期の教室最終日に行っているお楽しみ会には、

子どもたち全員が参加します。小学生も中学生も一緒

になってゲームをしたり、おやつを食べて、遊びます。

｢外国につながる子どもたち｣という共通点で結ばれて

いる彼らは、年齢の枠を超えた仲間意識があります。

上級生はいつも下の学年の子たちに対して思いやりを

みせます。ところがグループに分かれて勝敗を競うゲ

ームをするとき、学年の上下に躊躇することなく、勝

つために自分の意見を主張している様子を目にします。

そんなこの子たちのやさしさや逞しさを目にし、支援

者は、ほのぼのとした気持ちになるひとときです。 

 子どもたちの｢外国につながる背景｣は様々であるこ

とから、私たち支援者も常に関わり方や支援方法を考

え悩み、月一度開催している支援者ミーティングで話

し合っています。話し合ってもなかなか解決できない

ことも沢山ありますが、私たち全員が今の教室の様子

を共有し、同じ方向を向いて子どもたちを支援してい

くことは、とても大切なことだと思っています。 

 支援は完全にボランティアなので、やはり支援者の

人数が多ければ多いに越したことはありません。地域

の大人が地域で一生懸命生きている子どもたちを支え

ていくというこの活動に、少しでも興味のある方がい

らっしゃいましたら、是非いつでも北野教室を見学に

お越しください！子どもたちに関わる事で、きっと元

気をもらえることでしょう！ 

          学習支援 委員長 吉越 京美 

 

東京都国際交流委員会と東京外国人ネットワークは、

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います。 

 八王子市では、八王子国際協会と市が協働で開催し、

今年で 10 回目となり、2 月 9 日（土）13 時から 16

時まで、八王子スクエアビル 11 階学園都市センター

のギャラリーホールにて実施しました。  

当日は専門家 6 名、相談員

4 名、通訳 10 名、スタッフ

21 名で、22 組の相談者か

ら31件の相談がありました。 

 以前は、クリエイトホールの 5 階ホールにて実施し

ていましたが、本年度より会場を移しました。その一

番の理由は、あまり広すぎず明るく暖かい雰囲気を目

指し、尚かつ相談者の秘密性を保持出来る場所の確保

でした。分厚い壁で仕切られた各相談室は、隣室の話

し声もほぼ遮断され高い機密性が保持されました。専

門家、相談員、通訳の控え室とは廊下ひとつ離れて 

いますが、受付の人員を増や

して効率性を維持すること

が出来ました。また協会の事

務所が近いことで、連携がス

ムーズに行われ且つ費用も

節減出来ました。 

 

 

ゲームを通して学習することも多い   

 

月１回の理科実験に 
低学年も夢中に 

相談の進行状況をボードで確認 

開始前のスタッフミーティング 
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         ＜広報委員会取材報告＞ 
～アメリカ人の翻訳家・ロバート・マーロウさん～ 
 

司会：ロバートさんは22年

ほど前に日本においでに

なったそうですが、来日

のきっかけは何でした

か？ 

ロバート：1989～91年の

頃、日本は高度成長期で

大変活気がありました。 

私はカリフォルニア大学バークレー校で政治経済

を勉強していました。急成長を遂げている日本で英

語の先生になるためにやってきたのです。来る前の

日本のイメージは『富士山･桜･芸者』と言う程度で

したが、来て見ると大変魅力のある国で、和食も美

味しいし、すっかり気に入ってしまったのです。日

本のビジネスをもっと知りたいと思い、カリフォル

ニア大の修士課程に戻りました。途中、政府の奨学

金を得て、東北大学に留学し、日本語を勉強しまし

た。卒業後、友人の紹介で、日本のIT関係の会社に

入ることができました。 

 

司会：その頃、今の奥様との出会いがあったのですか？ 

ロバート：そうです。渋谷の喫茶店での language 

exchangeという場で知り合い恋に落ちました。 

司会：素晴らしい日本女性に出会い、まさに love 

exchangeとなった訳ですね。 

ロバート：バブルが崩壊して、転職する事になり、銀

行の翻訳家を経て、翻訳業を始めました。妻が社長、

私が従業員です。分野はIT・金融・マクロ経済・文

化などを専門とし、大変忙しい日々を送っています。 

 

司会：現在は八王子市内にご家族でお住まいですが、

八王子の町はいかがですか？ 

ロバート：大学が沢山あり、緑の多い街で大好きです。

私の故郷カリフォルニアのサンタクルーズもやは

り大学の町でとても美しいところです。 

司会：2年前の大震災の時は、何処にいらっしゃいま

したか？ 

ロバート：家の書斎で仕事をしていました。とっさに、

書棚が倒れないように押さえました。私はカリフォ

ルニア育ちなので、地震には慣れてますが、地震の

ない国から来た外国人の人達はまず、地震の多い

国・日本に住むのですから、よく地震のことを勉強

して、防災にも心がけておく必要がありますね。防

災訓練にも進んで参加してほしいですね。 

司会：国際協会では『医療ボランティア』等の制度も

あるのですが、多くの外国人の方々に知ってもらう

にはどうしたら良いか、お考えをお聞かせ下さい。 

ロバート：市内の語学スクールや大学の国際課、会社

等に出向いていって宣伝したり、各国料理のお店に、

ポスターやちらしをおいてもらうのが良いと思い

ますが・・・。 

司会：外国人市民の方々と共に仲良く暮らすために何

かご提案がありますか？ 

ロバート：ゴミ分別の勉強会を開催したらどうでしょ

う。あれはとても難しいです。 

それと、お互いのコミュニケーションを図るため

に、多言語の資料を沢山作ってほしいですね。 

小･中学校の二言語併用教育も進めてもらいたい

ですね。私の子どもは小学校の頃とても楽しく過ご

しました。ブラジル出身のサンバ･ママと呼ばれてい

る人がいて、PTAの会長までやってくれて楽しかっ

たですよ。 

『八王子国際映画祭』等の企画をしたらどうでし

ょうね。楽しいと思いますよ。 

司会：『八王子国際映画祭』いいですねー。ロバート

さん是非企画してください。 

日本が大好きなロバートさんですから、日本人が

なおしたほうが良いと思う事はありますか？ 

ロバート：若い人は新聞を読まないですね。毎週せめ

て１回は日本の新聞と外国の新聞を読んでほしい

と思いますね。 

それから、『かけこみ乗車』は危ないからやめて

下さい。日本は忙しい国かもしれませんが、電車は

2～3分おきに来るのです。もっとゆっくり生活で

きるといいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロバートさんの流暢な日本語でのインタビューの

時間はあっという間に過ぎていきました。ロバート

さん、いろいろなご提案をありがとうございました。

これからも八王子を愛してください。私は、ゆっく

りと電車に乗って帰りますね。 

報告者: 広報委員長 塚本 回子 

注：ロバートさんは、2月12日(火)由木東市民センター

で行われた、防災訓練に参加されました。 

 

八王子国際
映画祭 
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サポートデスク相談 
12 月 相談件数 36 件 

（日本語教室紹介、ビザ、在留証明、保健所健
康相談、クレジットカード請求について、入
院書類説明、住宅、翻訳など） 

    相談者数 36 人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ブ
ラジル・ドイツ・コンゴ・オランダ・スリラ
ンカ・モルドバ・イラン・カナダ） 

１月 相談件数 36 件 

（日本語教室紹介、賃金未払い、学童保育、宿
泊トラブル、国際理解教育、翻訳など） 

      相談者数 36 人 

（日本・中国・フィリピン・ペルー・ドイツ・
アメリカ・ブラジル・スリランカ・台湾・ウズ
ベキスタン・ウガンダ・モルドバ・ネパール） 

行政書士による外国人個別相談 
1 月 12 日(土) 相談件数４件、相談者数４人 

2 月 9 日(土) 相談件数 0 件、相談者数 0 人 

 
 

     〇上期収支決算と年度決算見込みが報告されました。 

    〇25 年度予算関係について報告されました。 

   〇新設した３つのプロジェクト委員会の状況につい

て、各委員長より報告されました。 

   〇市で進めている多文化共生推進プラン素案につい

て、パブリックコメントとして意見をお寄せいただ

きたいとの依頼がありました。(意見募集は１月 14

日で終了しました。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 行政書士による外国人個別相談会 

    ３月 ９日(土) 14:00～17:00 

    ４月 20 日(土) 14:00～17:00 

 世界の人とふれあいタイム 「ペルーの話｣ 

   ４月 21 日(日) 13:30～15:30 

 語学シリーズ 

   ５月 ９日～７月 11 日木曜日全 10 回 

  ｢ステップアップ韓国語｣ 13:00～14:50 

   ｢初めてのイタリア語｣ 15:00～16:50 

        5 月 7 日～7 月 9 日火曜日全 10 回

「時事英語を学ぼう」   13:30～15:00 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 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 

 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/ 

 子どもの日本語支援（八王子にほんごの会） 

 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 

 
 

[ 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での精神科外来診療で、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 
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〒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３月～４月） 

会員継続のお願いと 
     平成２5 年度年会費納入のご案内 

 会員継続につきまして、平成 25 年度の年会費を 

３月 30 日（土）までに以下の方法でご納入くだ

さい。 

○同封の郵便局振込用紙によるお振込み 

○当協会受付での直接お支払 

○金融機関からのお振込み 

（お振込先は同封の別紙参照） 

理 事 会 報 告(平成 24 年 12 月) 

mailto:koko-8@nifty.com

