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       国際理解教育実行委員会委員長 

 北田 玲子 

「平和な社会とは、銃を持たないことだけではない。

みんなが自分の意見を言えるということ。相手を理解し

ようとすること・・・」   

『今、国際理解教育とは』と題して行なわれた研修会での 

講師の言葉より 

国際理解教育

実行委員会は、

国際理解＝人間

理解をコンセプト

に、単なる国や

文化の紹介だけ

でなく、子ども達 

と外国人講師が 

共に考え、話し合い、学びあう参加型学習の手法によ

る国際理解教育授業を、目指していま 

す。つい最近の中学校訪問の授業では、国家間の格

差の問題、交渉力の大切さ、生き残るための工夫等

など多くのことに気づくことができる貿易ゲーム等、

開発教育の要素を取り入れたり、中学生の職場体験

を生かし、外国人と働くことの意義をディスカッシ

ョンしたりと、今までにない新しい試みにチャレン

ジしています。 

 外国人講師と

の交流の中で、

自分の意見を持

ち、それを伝える

ことの重要さ、そ

して問題解決に

向けて行動する 

ことの大切さに子ども達が気づいてくれればと願ってい

ます。毎年、１２～３校の小、中学校から講師紹介の依 

 

頼があり、学校、外国人講師、実行委員会３者で、綿

密な打ち合わせを行い授業に臨んでいます。 

 講師の先生が、スマイルが大切だと言っていまし

た。外国人にスマイルしたら相手もスマイルで返

してくれ、うれしかったです。  （児童の感想より） 

 今の世界の状況を理解することができました。私

たちが安全できれいな水を飲み、好きなものを好

きなだけ食べている一方で、発展途上国ではきれ

いな水すら飲めないというのは、とても深刻なこと

だと思いました。         （生徒の感想より） 

 貿易ゲームをして、頭をたくさん使ったり交渉した

りして、楽しかったです。でも一生懸命作った品物

でも形が悪いと買ってもらえなくて、とても悔しか

ったです。こんなことが実際に起きていると知って、

貧しい国は大変だなと思いました。貧しい国と先

進国が、技術や資源を供給し合うことが必要だな

と思いました。          （生徒の感想より） 

外国人講師を迎える時の子ども達のきらきら輝く目、

外国人の話す日本語を聞く真剣な表情、一生懸命日

本のことを伝えようとする必死の姿など・・・。お互いの

温かい気持ちが通じ合う瞬間、児童・生徒、外国人講

師双方が、そして私達スタッフが幸せを感じる時です。 

２００８年度訪問校・施設： 

小宮小学校、横川

小学校、美山小学

校、長池小学校、

第７小学校、松木

中学校、第４中学

校、城山小学校、

船田小学校、第６ 

小学校、川口公民館(２回) 

参加外国人講師人数：３９人  

国籍：インド、オーストリア、韓国、スリランカ、タイ、中国、フィリピ

ン、ベトナム、ネパール、マレーシア、モンゴル   （１１カ国） 
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外国人のための 

リレー専門家相談会実

施 
 

 

語学ボランティア 
活動開始！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今回のゲストはマレーシアのザイノル・アビディン・カ

シムさん（国際交流基金・文化研究フェロー）。マレーシ

アの笑顔の素敵な好青年でした。初めにマレーシアの

紹介ビデオ（１５分）を見せて頂き、その後お話を聞きま

した。一般的な情報はインターネットで検索すれば手に

入るので、別の角度から話しましょう、ということでお話が

始まりました。 

マレーシアは

他民族国家（マレ

ー系 58％、中国

系 30％、インド系

10％、その他 2％）

で言語、習慣、宗

教を異に 

する人達が生活している。そういう人達がどうやってお

互いを理解し、仲良く調和の取れた生活をしているの

かを主に話してくれました。一つの言語ではすまないの

で、いろいろな新聞があり、テレビもチャンネルが沢山

あるそうです。日本でいう自治会のようなものが活発に

活動し、全員が参加できるいろいろなイベント（お祭り、

オープンハウス、ホームステイプログラム等）が催されて

いるとの事でした。国王は９州の首長から互選で５年毎

に選ばれるので、国王の大量生産国だと言っていまし

た。最後にマレーシアの伝統的な歌、ラササヤンを皆で

歌いお開きにしました。和やかなひと時を過ごす事がで

きました。 

  来場者数２０人。アンケートに１０人の方が協力してく

れました。 

・ 多民族が構成する国民を融和する政策がよく理解

できた。 

・ 多民族融合政策が面白かった。 

・ 話がとても詳しくて良かったです。日本語が上手。 

・ 政治・経済・宗教・社会等、もう少し詳しく話してほ

しかった。                 （平沢 徳久） 

 

 

 

 

 

 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東京都内各地

で順次開催しています。 

２月２１日（土）は、

午後 1時から 4時まで、

八王子市のクリエイト

ホールで開催されまし

た。当日は２２人、２８ 

件の相談がありました。 

 

 

 

 

 

 

 ２００８年１０月に八王子国際協会の語学ボランティア

の募集を開始して以来、現在２５名の方が登録していま

す。１月２４日(土)、ボランティア同士の顔合わせや今後

の活動について説明・話し合いすることを目的として、

第１回語学ボランティア会議を開催しました。 

 当日は、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、スペイン語

の語学ボランティアの方１１名が、参加しました。日本人

５名、中国人４名、韓国人２名で、自己紹介から始めま

した。ドイツでの生活の話や、長期間南米やマイアミ等

でビジネスに携わった経験など、話題は多彩で、互いに

親近感をもたらすものでした。 

 意見交換で全員の気持ちが和んだあと、今後の活動

予定を話し合い、最初の活動として、「日本語学習希望

者への案内」を翻訳してみました。その場で言語ごとの

グループ活動、約１時間で翻訳を終えました。各自家に

持ち帰って見直し訂正し完成させました。現在日本語

学習希望者に配布しています。 

 協会では、常時、語学ボランティアを募集しております。

国籍は問いませんので、ご協力お願いいたします。 

 現在、第２回の会議を開催すべく企画中です。 

12月 14日(日)開催 
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講演会･研修会へ参加・出席の報告 

 八王子国際協会では、知識･情報などの取得、認識

の共有を目的として、会員の方々や語学ボランティアに

ご案内し、関係諸団体が主催する講演会･研修会への

参加をお勧めしております。以下はその概要です。 

 

『外国人のための防災訓練』      1月 20日 

東京都国際交流委員会主催 

東京体育館サブアリーナを主会場として、外国人 141

人を含め 272 人が参加した大規模な訓練で、起震車体

験、テントでの煙体験、消火器による消火訓練のほか、

倒壊した建物から救助犬を使って遭難者を救助する体

験は貴重でした。 

『災害時の外国人支援リーダー養成研修会』 

 東京都国際交流委員会主催 

1月 27日を初回とする 3日間の研修には東京都･多

摩地域の各区・各市の担当者、国際交流協会が多数

参加しました。災害時に外国人に対してどんな支援が

できるかを、ワークショップ形式で学習するもので、八王

子市は府中市や稲城市と同じグループとなり、課題や

将来構想などについて忌憚のない意見交換をしまし

た。 

シンポジウム 

『外国人看護婦の受け入れ,現場からの発信』1月 31日 

           AHPネットワーク協同組合主催 

EPA（経済連携協定）により、インドネシアから多くの

看護師や介護福祉士が来日して、日本各地の病院で

実習･研修を開始しています。所定の期間内に日本の

国家試験に合格することが条件です。八王子市の病院

にもすでにインドネシア人看護師が着任しておりますが、

協会として、将来、医療分野で外国人に対しどんな支

援をしていくことが可能かを考える上で、大変有益なシ

ンポジウムでした。 

 （このほか、医療通訳、外国人につながる子供の支援、

東京外国語大学主催のフォーラム、日本語教育研究会、

自治体国際化協会研修会などをご案内し、参加してい

ます） 

 

 

理事会での決定事項をご連絡 

 

理事会で審議決定した事項をご報告いたします。 

○ 外国につながる児童・生徒の学習支援について、

関係者が集り、現状を調査、分析、課題を共有し、

広い地域の学習支援に向けて検討するため、プロ

ジェクトを作ることを決定。               (12月） 

○ 米国アイダホ州ボイシー州立大学から本年 6 月に

教師、大学院生が来日、八王子市の公立小・中学

校等の研修視察と日本文化体験、ホームスティする

ことについて、協力の依頼があり、当協会としても協

力す ることとした。             (21年 1月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 語学シリーズ 中国語講座 

毎週木曜日 13：00～15：00 １月１５日から全１０回 

 語学シリーズ ドイツ語講座 

毎週木曜日 15：00～17：00 １月２２日から全９回   

 専門家による外国人個別相談会 

日時:１月１０日（土） 14:00～１７:00  

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

日時：１月２４日（土） 13：30～15：30 

場所：クリエイトホール 図書館２階 

 世界の人とふれあいタイム   フィンランドの話 

日時：２月２２日（日） 13：30～15：30 

 専門家による外国人個別相談会 

日時：２月１４日（土） 14:00～１７:00 

 外国人のためのリレー専門家相談会 

２月２１日（土） 13：00～16：00 クリエイトホール 

 

これまでの活動報告 

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 
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 絵本の読み聞かせと遊びの会 
２月２８日、３月２８日、４月２５日（土） 
  13：30～15：30 クリエイトホール 図書館 2階 

 講演「外国につながる子どもたちの現状と課題」 
３月１日（日） 14：00～16：00 

於：学園都市センター12階 第 1セミナー室 

 日本語ボランティア養成講座 

３月７日(土)～全６回 10：00～12：00 

 留学生のための就職支援セミナー 

 ３月８日(日)、１５日(日) 13：00～17：00 

 専門家による外国人個別相談 

３月１４日（土） 14:00～17:00 

 世界の料理 フィンランド 
３月１５日(日) 1１：00～1５：00 

於：クリエイトホール 調理室 

 映画と講演 「地球のステージ ありがとうの物語」 
３月２１日(土) 18：30～21：00  

於：学園都市センター１２階 イベントホール 

 国際ボランティアの基礎知識と心構え 
３月２２日（日） 14：00～16：00  

    於：学園都市センター１２階 第５セミナー室 

 バンブーダンスでフィリピンを知ろう 
    ３月２８日（日） 14：00～16：00 
    小・中学生歓迎  於：川口市民センター体育館 

 専門家による外国人相談 

４月１１日（土） 14：00～17：00 

 世界の人とふれあいタイム  トルコの話 

４月１９日（日） 13：30～15：30 

 留学生八王子ふるさとプログラム 申込受付 

     ４月１日（水）～４月２４日（金）まで 

    交流期間：６月～翌年３月まで 
※特に記載がない場合、会場は地球市民プラザ会議室です 

 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◉日本語教室  
 生涯学習センター(クリエイトホール) 

 ℡：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/ 

◉子どもの学習支援 
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） 
℡：０４２－６２７－９３０４ 

◉子どもの日本語支援 
   八王子にほんごの会 

URL: http://nihongonokai.com/jp/ 

◉絵本の読み聞かせと遊びの会      
エンドウスタジオ 

  http://homepage3.nifty.com/endos_studio/index.html 

◉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 18：00 

 アクティブ・イングリッシュ       毎週木曜日 18：00 

  アジア青年会 ℡：０９０－６１６４－２８６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

編集後記 

 寒さが和らぎ、沈丁香が香る頃となりました。春は１歩ずつ
確実に近づいています。 
 八王子国際協会の事務室に注ぐ陽射しも、柔らかく感じる
ようになりました。実行委員会からこの１年の充実した活動
の報告が届き、さらに次の１年に向けて活動の種まきも始ま
りつつあります。 
 卒業式や入学式、新社会人の緊張した面持ちに、みんな
が暮らしやすい社会にしていかねばならないことを、改めて
考えます。 

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://homepage3.nifty.com/koko-8/index.htm 
Mail: koko-8@nifty.com 
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国際理解教育実行委員会       ……… Ｐ．１ 
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リレー相談会、語学ボランティア   ……… Ｐ．２ 
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１２月相談件数３１件 

（日本語学習・通訳翻訳・家族呼び寄せ・健

康相談・遺産相続・学校教育・母語保護・学

習支援・就職他） 

相談人数３３人 

 （日本・中国・韓国・フィリピン・アメリカ・マレ

ーシア、バングラディッシュ・スリランカ・ロシ

ア・インド・台湾） 

１月 相談件数５２件 

（日本語学習・国際理解教育・交流・病院紹

介・ 不動産トラブル・離婚他） 

相談者数５１人 

（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ブラジ

ル・インド・アメリカ・ネパール・台湾・スリラン

カ・インドネシア・タイ・シリア・ロシア） 
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