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八王子国際協会

第 38 号

2014 年 10 月 31 日
年 8 月 31 日

実施日：平成２６年９月１４日(日)
場 所：学園都市センター･第 5 セミナー室

初めに「自助の重要性」に関するプレゼンをしまし
た。次に「AED や三角巾の使用」を体験で学ぶ時間が

翻訳家のロバート・マーロウさんに

あり、
「母国では地震が起こらないためにこのような訓

翻訳のポイントなどのお話を伺い、言語

練がなく、とても新鮮である」と留学生から感想があ

別のグループで実際に

りました。このような訓練

災害時に必要な文章

の場を通して、留学生が

の翻訳に挑戦しまし

興味を持ち、意義を理解

た。翻訳文を発表し、

してもらう可能性がある

フィードバックをし
ました。

ことを知りました。

マーロウさんのレクチャー

防災訓練の様子

また、後半の懇談会は、様々な経歴を持った語学ボ
ランティアの方々と関わる貴重な機会をいただきまし
台湾からの留学生に「地震が恐い？」と質

た。その中で防災・災害対応委員会の平野委員長は「実

問したとき、その留学生の「日本は安全な国

際に留学生に対して教えたり、会話したりすることで実

だから、地震があっても大丈夫だよ。」との

践を積むことができる」と力説されました。防災学習や

返答に私は衝撃を受けました。八王子市では外国人の

訓練に参加することは、留学生だけでなく私たちにとっ

うち、3 分の１もの割合を留学生が占めています。そ

ても大きな意義があることに気づきました。

の多くの留学生に「地震大国日本で学ぶ」という自覚

災害が発生した際でも、日常の生活においても、留学

を持ってほしいという思いから、
「留学生と日本の大学

生は地域にとって大きな力になり得ます。地域とのつな

生が協働で震災に備える啓発活動」を昨年から開始し

がりを深めるためにも私たち学生と留学生との連携を

ました。今回、八王子国際協会の防災訓練に 14 か国、

強めていくことだと、決意を新たにしました。

34 人の留学生と私たち学生が初めて参加しました。

報告者：創価大学経済学部

松井幸江さん

。

懇談会の様子

留学生の皆さま、学生の皆さま、さらにフェスティ

テーマ：世界に発信！世界の人と国際交流

バルをサポートしてくださる熱意のある方々、お力を

時間：11:50～12:50
会場：C-1 会場(参道)記念式典の前舞台

貸してください･･･フェスティバルを盛り上げ、活気あ
ふれるイベントにしましょう！ご協力お願いします。

時間：14:30～ 15:30
会場：学生広場ステージ

詳細は折込チラシを
ご覧ください。

詳細は折込チラシをご覧ください

国際交流フェスティバル委員会
委員長 渡辺 裕介
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＜子どもたちについて＞
今、八王子教室には中学生７人と高校生６人が通っ
てきます。国籍は中国、ペルー、フィリピン、パキス

八王子国際協会は、個人会員、賛助会員のほか、団体会

タン、コロンビアです。来日して間もない子どもたち

員で構成されています。８つの団体会員はそれぞれ特色を

の中には日本語でコミュニケーションがうまく取れな

持って活発に活動をされています。前号に引き続き、

いため、馴染めず、休み時間は本を読んだり、寝たり

第４回は「ＣＣＳ世界の子どもと手をつなぐ学生の会」

して過ごしている子がいることを耳にします。授業が

です。CCS 八王子教室のリーダー、大学３年生の平井

理解できても日本語で伝えられないことがストレスに

遥さんにお話を伺いました。

なったり、漢字が
難しかったりする
子どもたちがいま
す。長期的な勉強
計画を立てる必要
があります。

＜会の設立の目的と経緯について＞

＜活動での悩みは＞

CCS は 1993 年 5 月、八王子市にて大学生たちが

イヤ－エンドパーティ

大学生 1、2 年生の入会が少なく、活動している 4

学習と適応の両面で外国にルーツを持つ子どもをサポ

年生の卒業による入れ替わりがあるため、活動が継続

ートしようと、八王子市ボランティアセンターの支援
のもとで発足しました。

していかないのが大きな悩みです。
アピールとして、子どもたちと年齢の近い大学生の

＜会員数や、活動内容について＞

メリットは、子どもたちにとっても、心と心の触れ合

会員は学生会員と賛助会員があり事務局運営にＯ

う、居場所づくりにも貢献できることです。大学生に

Ｂ、ＯＧも関わっています。学生会員として主な活動

とっても居心地の良い環境で活動ができます。

は、週 1 回学習教室での学習サポートと年に数回実施

大学生の皆さんが気軽に参加してもらいたいですね。

されるイベントの企画、運営などがあります。

～ リーダーの平井さんにインタビューして ～

活動の場は都内に６か所（八王子、武蔵野、目黒、

平井さんは「子どもがとても好きで、また、異文化

練馬、新宿、日暮里）の教室があり、八王子教室は八

の環境の中、中・高校時代に学んできたことをおさら

王子国際協会のプラザ会議室で、毎週水曜日に大学生

いしながら、子どもたちに教えることができるので、

会員１３人が活動しています。ＣＣＳ組織全体では約

CCS の活動に参加してよかった」と話されました。

100 人の学生会員がいます。

報告者：取材

飯森 公子委員

2014 年 9 月

開催日：平成 26 年 10 月 19 日(日)
会 場：学園都市センター第 1 セミナー室
学習の様子

＜活動の 3 本柱＞
①学習サポート：外国にルーツを持つ子どもたちに日
本語や教科学習、高校受験のためのサポートをします。
②保護者への情報提供や進路相談：三者面談や日本の
教育制度に関する情報を提供し相談に応じます。
③自治体などへの政策提言や要請活動
そのほかにサマースクールやイヤーエンドパーティ
があり親も料理を持ち寄り参加するお楽しみ会です。
＜高校進学ガイダンス＞
日本語が得意でない保護者の場合、学校だけだと受
験のシステムだったり、情報が伝わりにくいため、私

東京都内で全 6 回開催される多言語高校進学ガイ
ダンスの最終が八王子です。日本の教育の仕組みやこ
れから取り組む受験対策などについての説明や相談
を多言語で対応しました。
今回の通訳言語は、
英語、中国語、タガロ
グ語、スペイン語、タ
イ語、ネパール語、や
さしいにほんごです。
通訳を介して説明
高校進学は日本語を母語としない受験生にとって
非常に厳しい状況です。参加者は真剣な表情で通訳を
介して相談していました。
参加者：29 人
(中国：9 フィリピン：8
ペルー：6
バングラデシュ：2 その他:4）

たち大学生は八王子やその他の地域で開催されている
多言語高校進学ガイダンスに定期的に協力したり、保
護者や子どもたちに同行し、日本の高校の受験の仕組

← 個別相談の様子

みを伝える活動もしています。
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日本に来たきっかけは高校時代、日本からの留学生

「アメリカの話」
実施日：平成 26 年９月 28 日(日)
場 所：学生交流室・国際交流室

と友人になり、日本語のコースを取って、楽しかった
こと、それから大学時代ドイツに留学していた姉のア
ドバイスもあったからだそうです。
その後、日本に留まった理由は留学アドバイザーと

今回のゲストスピーカー、小林 マーシーさんはアメ

しての仕事のオファーがあり、また、ご主人も見つけ

リカ合衆国、西海岸ワシントン州出身で 1992 年に来
日し、現在は在住の八王子市と義父母が暮す広島を往復

ることができたことと語りました。
＜Q＆A＞ 日本人男性の良いところについての質

する生活をされています。

問に空気が読めるので、お互いに判っていることを言

マーシーさんはとても流暢な日本語で、
「いつも聞か

わないでいいところと回答されました。

れるトップ３」などというような質問形式でプレゼンを

日本の「カビ」がマーシーさん夫婦の偏頭痛の原因

進めました。まず、「人工チタンを埋め込む股関節の手

で引越しを余儀なくされるほどだったそうです。それ

術を受けたことで強くなったこと」
、「人前で話すより、

に対して、来場者からの明るいご意見「ワビ、サビ、

ビデオを編集したりするほうを選ぶほどシャイなこと」

カビは日本独特の風土として受け入れて生活してい

を 179cm の外見からは想像できないお話から始めました。

る。結局、風通しをよくして、清潔にするしかなかろ
うか」とあり、会場を沸かせました。

小学校の頃から背が高く、担任の先生から“Tall
Girl”とニックネームをつけてもらって嬉しかったこ

日本の英語教育については、
「文法の前に、会話をす

と、長い手を見た別の先生が、フルートから、トロンボ

ること、言い回しを覚えさせたほうがよい。とは言え、

ーンに変更させたことなどを話し、高校ではローズパレ

日本の高校生が日本語で議論できるのかが疑問。日本

ードの 100 周年にトロンボーン奏者としてマーチング

語でも同時進行しないといけないのでは」と回答しま

バンドに参加したときの画像を見せてくれました。ま

した。その他、日本独特の言い回しやマスコミの報道

た、ご両親から、
「自分で調べて、自分でいろんな考え

についてなど、たくさんの質問に答えてくれました。

をしなさい」と言われて育ったそうです。愛読書の「ド

アンケートには「一米国人の考え方、気持ちを率直

リトル先生」の影響を受け、「世界を見てみたい、世界
より宇宙、インドに行きたかった」と語りました。

に語って好感が持てた」
「日本人から見て意外に思える
ことが多かった」
「楽しい時間を過ごせた」
「アメリカ
の一般的な話だけではなく、ひとりの生き方をアメリ
カ人の目を通して話された視点は良かった」とありました。
世界の人とふれあいタイム委員長

生山 龍哉

※次回：平成 26 年 11 月 30 日(日)｢ミャンマーの話｣です。
お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

マーシーさん

たくさんの質問に沸く、会場の様子

マーシーさんは小さい頃からアレルギーのため、牛

開催日：平成 26 年 10 月 2 日(木)
会 場：学園都市センター第５セミナー室

乳、卵、小麦粉、柑橘類の制限がありました。アメリ

第１部の研修会には会員 21 名の参加があり、テー

カに行くと好物のピーナツバター、ライスクッキー、

マは「心が響きあう、共感的な聴き方」～体験して学

ラズベリーを食べ、日本に戻ると、寿司を食べに出か

びましょう～でした。講師に前田満寿美氏（当協会理

けます。和食の中でとりわけ、なますは好物で、一年

事・臨床心理士）を招き、レクチャーの後、スライド

中食べるほどだそうです。自然に囲まれた、居心地の

を観たり、絵を描いたりしてお互いにコメントし合う

よいご主人の実家では日本の料理を作ったり、義父の

ワークショップでした。参加者から「久し振りにゲー

おしゃべりの聞き役になったりするなど話され、長男
の嫁としての立ち居振る舞いも伝わってきました。

ム感覚で自身の心

地元シアトルについては、マイクロソフト、アマゾ

と対話ができ、再
発見の場になった」

ン、スターバックス、ボーイング社などいろんな企業

などの感想があり、

がシアトルにある一方、常に緑（温帯雨林、原生林）

大変好評でした。

があるエバーグリーンステイツとも言われています。
シアトルにあるマウントレーニア
(Mt.Rainier)は日本のコンビニで見
かけるコーヒーのラベルに描かれ
マウントレーニア

ています。
に -3-

は日本ではコンビニで見かけます

←懇談会の様子 ↑ワークショップの様子

第２部の懇談会はテーブルを
囲みティーパ―ティ形式で、参
加者と講師とのアットホームで
楽しい交流となりました。
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理事会報告 (平成 26 年９月)

各 種

平成２６年９月２５日(木)の理事会で審議・議決した事
項をご報告します。
・
「国際理解教育委員会の再開について」国際理解教育特
別プロジェクト委員会の森茂委員長より説明があり、承
認された。
・
「委員会規程の改正について」規約等見直し特別プロジ
ェクト委員会の全 東周委員長より説明があり、委員長
会議の承認を前提に承認された。

中学生の職場体験･職場見学（平成 26 年９月）
・打越中学校の 2 年生 2 名・第五中学校の 2 年生 3 名
が職場体験を、また打越中学校の１年生７名が職場見学
をしました。

今後の活動予定（平成 26 年 11 月～12 月）
行政書士による外国人個別相談
11 月 9 日(日)
13:00～16:00
12 月 13 日(土)
14:00～17:00
ビール工場見学 Facebook コミュニティグループオフミーティング
11 月 ３日(月)
10:00～12:00
八王子国際交流フェスティバル 2014
11 月 ９日(日)
11:00～17:00
第 35 回記念八王子いちょう祭り
11 月 15 日(土)
11:50～12:50
11 月 16 日(日)
14:30～15:30
医療通訳ボランティア講座
11 月 23 日(日)
13:00～17:00
留学生のための就職支援セミナー
11 月 29 日(土)
10:00～16;30
留学生のための企業めぐり
12 月 ３日(水)
8:30～15:30
世界の人とふれあいタイム「ミャンマーの話」
11 月 30 日(日)
13:30～15:30
「外国人のための無料専門家相談会」研修会
12 月 13 日(土)
10:00～12:00
国際理解講座 講演とワークショップ
12 月 14 日(日)
13:30～16:30

 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) (IVH)
http://www.ivh-jp.org
 アジア･ディスカッション
アジア青年会 (AYC)
Tel: 090-3877-3574
[ 医療相談 ]
１．多文化精神科外来
♦ 英語・フランス語は北原リハビリテーション病
院にて行なっています。
所在地：八王子市左入町４６１
Tel: 042-692-3332
診療日：火・土曜日
♦ 英語・中国語は北原国際病院にて行っています
所在地：八王子市大和田町１-７-２３
Tel: 042-645-1110
診療日：金曜日
２．なんでも相談室
ライフサポートクリニックでの無料相談は終了
となりましたが、なにか医療でお困りのことがあ
りましたら、北原国際病院相談室に直接ご相談下
さい。問合せ： Tel: 042-645-1110

サポートデスク相談実績

９月

報

 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/
 八王子国際友好クラブ (HIFC)
http://hiug.jp/hifc/
 日中友好の八王子で日本語を学習する会
（日中友好語学学習会）
Tel: 090-1118-6098
 児童･生徒の学習支援
 北野学習教室
（八王子国際協会）
 八王子駅前学習教室 （八王子国際協会）
Tel: 042-642-7091
 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会
http://www.ccs-ngo.org/
 八王子にほんごの会(子どもの日本語支援)
http://nihongonokai.com/
 虹の橋
Tel: 042-625-3186

（10 月 9 日の委員長会議で承認された）

８月

情

相談件数 ２６４件
（日本語教室紹介、ボランティア、就職、学習支
援、離婚、職場のいじめ、子ども手当、住宅資
料説明、職場体験、医療通訳、通訳、翻訳等）
相談者数 ２６４人
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・
ブラジル・アメリカ・ネパール・スリランカ・
台湾・フランス・インドネシア・マレーシア・
ドイツ・ザンビア・南アフリカ・インドなど）
相談件数 ２３５件
（日本語教室紹介、ボランティア、労働、マンシ
ョン契約、高校進学、健康診断、WIFI、学習支
援、ホームステイ受け入れ、医療通訳、翻訳等）
相談者数 235 人
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・
ブラジル・アメリカ・スリランカ・カメルーン・
タイ・台湾・バングラデシュなど）

会員数報告

（平成 26 年 10 月 1 日現在）

個人会員

団体会員

賛助会員

会員総数

292

8

団体 4・個人 2

306

<賛助団体会員>

医療法人社団 KNI 北原国際病院
（株）ジェイコム八王子
東京八王子高尾ライオンズクラブ
東京八王子南ロータリー・クラブ

編集･発行：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

行政書士による外国人個別相談
９月１３日 相談件数２件、相談者数２人
１０月１１日 相談件数１件、相談者数１人
-4-

