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語学シリーズ委員会委員長  清水久美子 

 

「息子のお嫁さんが中国人なので、少しでも彼女の国

の言葉で話して理解できたら・・・」、「夫はフランス語圏

の人であるが、全く話せないので、何とか話せるようにな

りたい」という切実な気持ちから、また「好きな詩を原書

で読む楽しみを味わいたい」、「かつて駐在した国の言

葉を、ネイティブの先生から再び学びたい」と語学力向

上のため、或いは「中国と日本は深い関係があり、同じ

漢字圏なので勉強し、隣国を理解したい」、「自転車レ

ースに興味があり、この夏の Tour de France を見に行き、

市民と直接フランス語で話したい」「韓国のドラマに魅か

れ、独学で勉強していたが、ハングル語の正しい発音を

身につけたい」等、様々な動機から市民の方が語学シリ

ーズの講座に応募されます。最初は緊張した雰囲気で

静かな教室も、回を重ね、簡単な会話ができる頃には

楽しい笑い声が聞こえて来るようになります。終了後は

多くの方から「中身の濃い講座で楽しかった。とても素

晴らしい先生だった。もっと続けて受講できればよい」と

いう感想が寄せられています。 

 ２００８年度はロシア語に始まり、秋期講座としてスペイ

ン語、冬期講座として中国語、ドイツ語、２００９年度は

春期講座として韓国語、フランス語を開きました。それ

ぞれ、全１０回の入門・初級講座です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、八王子国際協会における国際理解事業の一つ

として、この語学コースを開催するに当たり、位置づけと

して重視したことは、外国人が主体的に活躍できる場と

なる語学講座です。来日当初の慣れない生活から、日

本語教室等で日本語を習得していく過程で、次第に自

分達にもできることはないだろうかと考え始め、相談され

たことも一つのきっかけでした。ボランティアされる側か

ら、ボランティアする側へと立場が変わることによって本

人の自信に繋がり、他の事にもより積極的に係わって行

くようになり、コミュニケーションの場も広がっています。

母国語を教える中で、自国の文化や伝統を再認識し、

それを伝える機会ともなります。学ぶ側からすれば、た

だ言葉を教えてもらうだけではなく、「今、私の国で

は・・・」と寄り道する話題がまた楽しいようでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嬉しいことに、講座終了後も、意欲的な受講者が中

心となって、市民センター等でクラスが継続されて、初

級から中級へと進めているところもあります。こうして、一

つの言語を学ぶことから他国に対する興味ひいては理

解が自然に進み、そこに確かな輪が生まれることが、私

達の願うところです。１０月１日～１２月３日、秋期講座と

してポルトガル語講座が開かれます（９月１日号広報は

ちおうじに掲載）。ご参加をお待ちしています。 

 

八王子国際協会 
第 7号 2009年 8月 31日 
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 米国アイダホ州 

   ボイシー州立大学から 

八王子市の学校を研修視察 

 

 

 

                  平成２１年６月２１日実施 

  

 今回のゲストは八

王子在住２０年の音

楽とダンスが大好き

なコロンビアの主婦

（オードリーさん）で

した。南アメリカ北西

部に位置するコロン

ビアは、面積は日本 

の３倍、人口は日本

の 1/3、宗教は８０%以上がキリスト教、言語はスペイン

語です。陽気な国民であるコロンビアの人々にはヨーロ

ッパ、アフリカ、インディオ（先住民）の血が流れている

そうです。 

コロンビアと言えばコーヒーですが、一番多く輸出し

ている国はアメリカで、二番目が日本だそうです。コロン

ビアには世界No.１が三つあるそうです。一つ目はエメラ

ルドの産出量、二つ目はきれいなお花、日本で売って

いるカーネーションはほとんどコロンビアから来ていると

のこと。ランの種類数は世界一だそうです。メレジンとい

う町は一年中春できれいな花が沢山栽培されているそ

うです。春といっても午前中だけで、昼は夏、夕方は秋、

夜は冬と寒暖の差が大きいのが植物に良い影響を与え

ているようです。三つ目は美人の産出量が世界一だと

自慢げに話していましたので本当なのでしょう。 

 コロンビアは

麻薬とか暴力

など、悪い話が

沢山あるのはご

本人も承知して

おり、「悪い人

(ゲリラ )は少し

いるだけ、今は、

町はきれいに

なり、平和にな

っている。治安

も良くなったの 

で、ぜひ遊びに来てください。カリブの海はきれいです

よ。」とのことです。最後に「今日は、こういう所に呼んで

いただき、皆さんとコロンビアの話ができ、大変感謝し

ています。」と嬉しそうに話されたのが印象に残りました。

美人が大勢いる、明るい陽気な国へ一度は行って見た

い気になりました。 

報告：平沢 徳久 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

６月２２日から２５日、米国アイダホ州のボイシー州立

大学から修士課程の学生・教師の研修を目的に、小学

校から高校、特別支援の現役の先生８名が来日。教育

委員会の協力を得て八王子市内の小・中学校、高校、

特別支援学校の授業を視察しました。 

特に算数・数学の教育について、先進的な取り組み

をしている小・中・高等学校の各教育現場を見学、生徒

と交流、各校の先生方と意見交換をして、相互に理解と

交流を深めることができました。 

「算数・数学の研究的

な特別授業や各学校の

カリキュラムに大変関心

をもって見学した。この

成果を米国での授業に

役立てたい」と、来日し

た先生方は感想を話さ

れました。 

視察の合間には、多摩御陵、八王子車人形の稽古

場を訪問したり、高尾山薬王院の護摩炊きを経験する

など、八王子の文化や歴史等についても触れてもらい

ました。また当協会の理事の好意による、自宅でお茶と

和菓子、尺八の実演という日本的なもてなしがあり、一

行は旅と視察の疲れを癒され、くつろいだ様子でした。 

当協会では、昨年同大学による研修で伊勢原市の

学校を訪問した際に、ホームステイを提供しました。今

年も、会員の方々のご協力で、６月２７、２８日に一泊の

ホームステイを提供、会員とその家族に歓迎された研

修の先生方は、日本の家庭の味を存分に味わったこと

でしょう。 

６月３０日、ボイシー大学側の感謝パーティが、宿泊

先の法政大学多摩キャンパスで催されました。訪問した

各学校の先生、ホームスティを提供した会員の方々、当

協会の理事などが参加しました。視察団の中には日本

が好きで何度も来日されている先生もあり、研修や見学 

してきたことなどで

話は盛り上がり、別

れを惜しみながら終

了しました。市立美

山小学校への訪問

の様子は、八王子

テレメディアで、６月

２６日に放映されま

した。 

オードリーさんに乗せられてズン
バ(ラテンのエアロビックス)を踊る

来場者の皆さんです 

訪問した八王子の学校 
 
八王子市立椚田小学校 
八王子市立美山小学校 
八王子市立第二中学校 
都立南多摩高等学校 

都立八王子特別支援学校 
 

＊私立八王子高校にも 
 ご協力いただきました。 

民族衣装を着て素敵な踊りを見せて

くれました 
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八王子国際協会会員・ 

語学ボランティア    
― 外国人の在留資格 ― 

 

唐松町民祭に参加して 

協会事務局から 

 

 

 

 

 

八王子国際友好クラブ  田中 寛 

 

７月１２日、八王子国際協会の理事で外国人の在留

資格について取り組んでいらっしゃる行政書士の高﨑

先生を講師に迎えた研修会に、参加しました。７月８日

に入管法が改正された直後であり、時宜を得た研修で

した。 

研修のタイトルは「外国人の在留資格」でしたが、外

国人の在留資格と就労の関係に的を絞って解説が行

われました。要約すると日本には２７の在留資格がある

こと、就労が自由な資格、就労が制限されている資格、

就労ができない資格があり、就労ができない資格の場

合でも「資格外活動許可」を申請して許可を得れば就

労できる場合があるとの、説明がありました。豊富な経

験から実例をまじえたお話で理解が深まりました。 

研修中に高﨑

先生が強調した

ことは、資格外の

就労は違法で、

行政書士としても

違法就労には協

力できないこと、 

市民としても外国人に同情して雇ったり、違法就労を

看過すれば、法律で罰せられることでした。外国人の

在留資格を確認するには外国人登録証よりパスポート

がより適していること、また、現在の法制度の中で適切

な手続きにより適法に就労できる場合があること、さら

に、法務省は現状に対応するため度重なる運用の修

正を行っていることを知りました。 

入管法は外国人に対する警察法規であり、福祉法

規ではないので、現在の法律を正しく理解し、違法就

労、違法滞在を減らすことは重要なことです。と同時に、

一般市民と外国人市民がともに暮らせる社会を目指し

て活動している立場からすれば、グローバル化する日

本で、参政権もない不安定な身分の外国人の声に耳

を傾け、外国人を管理するのではなく、受け入れる法

的な基盤作りも必要であろうと思いました。 

 

  

 

 

 唐松町民祭は７月２５日(土)、２６日(日)の２日間にわ

たり、川口市民センター、唐松町会館付近の広場で行

われました。唐松町民祭実行委員会と八王子国際協会

八王子市との協働により、地域に住んでいる外国人の

方々にも呼びかけ、国際交流と国際理解を深めていく

ことを目的に国際交流コーナーのテントを設けました。 

出来上がったばかり

の、外国人のための「川

口町生活ガイドブック」

（当協会、八王子未来

学、八王子市の共同作

成）、協会リーフレット、

多言語による川口町ご

みカレンダー、毎月第２ 

土曜日の午後開催される専門家による外国人個別相

談のチラシ、八王子観光協会の案内資料などを置いて、

来場した外国人や地域の方々に配りました。情報ボラ

ンティアの会の協力を得て「世界のお祭り」の DVD を、

大きなスクリーンで上映しました。 

このように地域自治会と協会、八王子市が協働で、地

域に住む外国人に夏祭りへの参加を呼びかけたのは

初めてであり、今後、地域住民と外国人のふれあいを考

えるうえで大切なイベントとなりました。 

 前日まで雨模様であった天気は、うそのように晴れ、

近隣から大勢の人々が来場しました。軽快な唐松音頭

が流れるなか、中国、韓国、台湾などからの留学生、フ

ィリピン、バングラデシュ、ネパール、インドネシアの

人々やご主人が米国人の夫妻 計１４カ国、５８名の外

国人が参加し、住民の方々と一緒に盆踊りを踊ったり、

焼き鳥、カキ氷、フランクフルト、焼きそばなど夏祭りの

定番ともいえる味に舌つづみを打つなど、楽しい２日間

でした。アジア青年会も参加され、交流が一層盛り上が

りました。模様は八王子テレメディアで放映されました。 

同町会では、8 月に防災訓練、そうめん流しの会があ

り、外国人住民の方々がそれぞれ参加しました。 

 

 

 

 
８月７日、八王子市の海外友好交流都市の台湾高雄

市から荘秀美さん（高雄市左営区社会課課長）と謝顔

阿珍さん（高雄市珍愛關懷協会理事長）が来会、当協

会の活動状況を説明いたしました。今回は八王子まつ

りの視察が主な目的。７、８、９日の３日間の八王子まつ

りに、山車を引くなど参加、見学されました。暑い中の視 

察であり、随時協会で休

憩をとってもらいました。 

一方、高雄市の祭りに

ついて映像を使って説

明され、「祭り」を通し

ての情報交換ができま

した。 

研修 

町民祭を楽しむ留学生 
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 専門家による外国人個別相談 

７月１１日（土）、８月８日（土） 14:00～17:00 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

７月２５日（土）、（８月は休み） 
  13：30～15：30 クリエイトホール 2階 図書館 

 唐松町民祭に参加 

７月２５日(土)～２６日(日) 
世界の祭りを映像で紹介、協会の PR など 

 世界の人とふれあいタイム  イギリスの話 

８月２３日（日） 13：30～15：30 

 

 

 

 日本語ボランティア養成講座初級 

 ９月５日～１２月５日 (土曜日全１０回) 

 クリエイトホール学習室など 

 専門家による外国人個別相談 

９月１２日（土）、１０月１０日（土） 14:00～17:00 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

９月２６日（土）、１０月２４日（土） 
13：30～15：30 クリエイトホール 2階 図書館 

 語学シリーズ ポルトガル語学習 

 １０月１日~１２月３日 （毎週木曜日全１０回） 
 13：00~15：00 

 国際交流フェスティバル 

 １０月４日(日) 10：00～16：00 

 学園都市センター 

(八王子スクエアビル 11階・12階)  

 世界の人とふれあいタイム   イタリアの話 

１０月２５日（日） 13：30～15：30 

※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 

  ℡：０４２－６２２－４３２６ 

◉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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

６･７月のサポートデスク実績報告 
６月 相談件数５０件（労災・ビザ・学校教育他・

年金・就職他） 
相談人数５０人（日本・中国・韓国・ 

フィリピン・アメリカ・タイ・ロシア 
イラン・ネパール・カナダ・ドイツ・ 
インド・台湾・南アフリカ） 

７月 相談件数３５件（離婚・国民健康保険・住宅・
家族関係[介護、嫁姑]・ビザ他） 

相談者数３５人（日本・中国・韓国・フィ
リピン・インド・台湾・コロンビア 
アメリカ・ネパール・サウジアラビア・
ハンガリー） 
 

６･７月の行政書士による外国人個別相談 
６月 相談件数５件（ビザ･離婚･就労･相続･結婚） 
   相談者数５人（フィリピン・エストニア・ 

中国・韓国） 
７月 相談件数２件（労災・ビザ）  
   相談者数２人（フィリピン） 

今後の活動予定 

 

編集後記 

 この夏、日本の各地で水害や地震など天災に見舞われ

てしまいました。日本で、世界で、起こっている様々な災害・

被害に対して、同情をすることも大切なのですが、どのよう

な「支援」を必要としているのかを知り、できることを考えるこ

とが重要だと思います。 

 １０月の国際交流フェスティバルでは、途上国の子どもた

ちに、ワクチンを届ける運動に参加、１本でも多く送りたいと

祈るような気持ちで、受付にペットボトルのキャップ入れを

置きました。キャップは８００個でワクチン１本になります。 

キャップ集めにご協力ください。 

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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