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外国につながる児童･生徒のための 
北野学習教室開設 

              
学習支援プロジェクト委員長 北田 玲子 

 

「来日した子どもたちがみんな幸せになってほしい」、こ

れは、墨田区で学習支援教室を立ち上げ、多くの生徒た

ちに希望を与え続けている、先日の研修会講師、藤田京

子先生の結びの言葉です。今年２月、八王子国際協会

の事業の一つとして、まさにこの願いを持って外国につな

がる子どもたちの学習環境の充実と、関係機関の連携を

目的に、学習支援プロジェクト準備会が立ち上がりました。

そして八王子未来学（八王子１４大学等による教育研究

プロジェクト）と八王子市の協力、八王子市教育委員会の

後援を得て、１２月６日上記学習教室がスタートしました。 

 現在八王子市内１０８の小中学校に就学する外国籍児

童・生徒は約３００名、外国にルーツを持つ日本国籍の児

童・生徒数となると、その２倍を超える６００名以上が在籍

していると推測されます。各学校区において学習支援を

行うことが理想ですが、まずモデル地区として北野教室を

開設することにしました。北野は、外国人が多く働く企業

があり、市内一の外国人集住地区であること、企業･学

校･住民との連携を図り、「北野町生活ガイドブック」を作

成するなど、地域に住む外国人の暮らしに温かいこころ

配りをしていらっしゃる民生委員の方の活躍もあり、多文

化共生社会を街ぐるみで実践している地区です。 

そのような北野地区であるからこそ教室開設を可能に

したと、関係者の方々のご協力に、感謝致しております。 

＊「北野町生活ガイドブック」作成に際しては、八王子

国際協会が多言語化のための翻訳を担当し、印刷は

市で行うなど、地域･行政･協会３者の協働により完成

した経緯があります。 

日常会話ができても教科学習に対応できるとは限りま

せん。ましてや日本語

を母語としない子どもた

ちが、日本語での高校

入試に合格することは

並大抵のことではありま

せん。日本に来たこと 

 

 

で、その子らしさや素晴らしい個性･未来が損なわれるこ

とがあったならばとても悲しいことです。 

北野教室には、子どもたちのことを気にかけて下さる支

援仲間がすでに２０人も集まりました。みんなで知恵を出

し合い、学ぶことが楽しく、そして未来につながる居場所

になるような温かい教室にしていきたいと思います。みな

さんの近くに外国につながるお子さんがいらっしゃれば

ぜひ北野教室のことをお知らせください。支援者も常に

募集しておりますので、皆様方の更なるご協力をお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

留学生のための就職支援セミナーを開催  
 １１月１４日、クリエイトホールにおいて留学生の就職

支援セミナーを開催いたしました。このセミナーは留学

生の就職活動を支援し、また八王子の優良企業をよりよ

く知ってもらうことを目的に行いました。当日はあいにく

の雨でしたが、厳しい雇用情勢を反映して、事前登録さ

れたほぼ全員の４７名が受講しました。 

 東京外国人雇用サ

ービスセンター、およ

びキャリアカウンセラ

ー、八王子市産業政

策課、市内の優良企

業から講師をお招きし、

それぞれの立場から

講演をいただきまし

た。   

講師の方から、日本は経済の活性化や国際化の観

点から専門的、技術的分野の外国人の雇用を積極的

に推進しているが、現実の留学生の採用は、高いレベ

ルでの日本語のコミュニケーション能力が試されること

や、日本人より何か優れている能力を有していることが
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学習支援プロジェクト 

集った支援者が 
今後の取り組み方について話合い 

講師の話に 
真剣に耳を傾ける留学生 
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＜北野学習教室＞ 
学習日時：毎週水曜日 １５:３０～１７:３０ 
     １７:３０～１９:３０ 
場  所：八王子市北野事務所２階 
学習対象者： 

外国籍及び外国につながる小学生・中学生 
費  用：無料 
申 込 み：八王子国際協会または直接会場へ 
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必要という話があり、留学生それぞれは就職に対する考 

えを新たにしたようでした。一日だけのセミナーでしたが

留学生にとって非常に有意義な内容だったと思います。

また、参加者全員が東京外国人雇用サービスセンター

に利用登録できたことも、大きな収穫でした。 

 ご講演いただいた講師の方々、セミナーの開催にご

協力いただいた大学等の方々、ありがとうございました。 

      報告：留学生のための就職支援セミナー 

プロジェクト委員 田邊 征夫 

 

 

 

 平成２１年１０月２５日実施  

今回のゲストは、イタリア人のスッチ(Succi)ご夫妻。出

身地ローマで、ご主人のマッシモ（Massimo）さんはコン

サルタント、マリーナ（Marina）夫人は高校教師をされて

いたが、2002年にカトリック教徒として宣教のため３人の

お子さんと来日。四国の高知県に滞在後、今年３月から

八王子市在住。現在はマッシモさんがイタリア語教師、

マリーナさんはイタリアの家庭料理教室を開いている。 

講演冒頭、マッシモさんは「今日は雨の中、講演会に

来て下さりありがとうございます。イタリアについて話をす

ることは大変嬉しいことで、日本人と友達になるためにも

是非話をしたい」と言われた。 

話題は、紀元前７５３年ロムルスにより建設された古代

ローマ時代の歴史から、中世、ルネッサンス期、イタリア

国家統一とファシズム時代を経て、１９４８年にイタリア共

和国憲法制定に至る、長い歴史の流れを説明。特に大

切なルネッサンス時代、ジォット、ダ・ヴィンチ、ミケラン

ジェロ、ラファエロなど多くの著名な芸術家が活躍したこ

と。「神曲」著者ダンテの鼻がマッシモさんにそっくりと会

場を笑わせた後、今でも歩きながら各地の古い歴史を

見られることは素晴らしいことと、誇らしげに話された。 

また、日本では余り知られていないが、イタリアではア

フリカ諸国等からの移民が全人口の６％を占め、子供の

２０％が外国人であるため学校では様々な問題が発生

する。しかしマッシモさんは、他民族の考え方に接し、そ

こからチャンスが生まれる。色々な国の人がいることはよ

いと思うと、ラテン民族気質を覗かせた。 

イタリア半島の

長靴型はイタリア

語でスティヴァー

レ（stivale）と説明

したところで「さあ

皆さん、スティヴァ

ーレと言ってみま

しょう」と呼びかけ、

会場は突然イタリ

ア語教室に早変

わり。マリーナ夫 

人も加わり、ピッツァ・マルゲリータはサヴォイ家王妃の

名前に由来することや、ナポリのレストランでは１m 以上

もある長いピザが注文できるので、皆さんもナポリに行っ

たら是非試して下さいと言われた。 

ローマのシンボル、バチカンのサンピエトロ寺院で毎

日曜日にローマ法王が広場の人々に正午の祝福を行う

ことを話しながら、法王ベネディクト１６世から祝福を受

けて幸せそうな一家の写真を披露した。 

Q&A は、ご子息マヌエル君、マルコ君が通訳。国民

性の違いを、「イタリア人の明るさ、日本人の優しさ」と答

えられた。更に続くたくさんの質問には、チームワークよ

く回答された。 

最後に、今イタリアで「日本は素晴らしい技術力を持

つ国」と紹介されているとの話があり、和やかな雰囲気

の中、講演会終了となった。 

報告：世界の人とふれあいタイム委員 青木 美佐子 

 

≪あったかホール祭り 開催≫ 
 第５回あったかホール祭りは、１１月１日（日）、北野余

熱利用センター「あったかホール」で開催されました。当

日は晴天に恵まれ、約１０，０００人の市民が来場されま

した。 

 北野町には外国人が多く働く企業があり、そこで定住

している外国人市民と日本人市民が交流することを目

的に、八王子市国際交流課とともに八王子国際協会も

参加しました。館内に設置された八王子国際協会のブ

ースには約１００人の来場者があり、中国、韓国、パキス

タン、サウジアラビアなど多彩な国籍の方々がみえまし

た。北野町町会、八王子市、八王子国際協会が協働で

作成した「北野町生活ガイドブック」 (Kitano-machi 

Living Guide for Foreign Residents）を来場者に配布し

ました。 

広場では日本

の踊りのオンパレ

ード、館内では演

奏会、小学生によ

る合唱もあり、来

場者は、心ゆくま

で交流した秋の１

日でした。 

 

 

外国人相談における 
法律相談基礎知識研修 

 第６回目になる「外国人のためのリレー専門家相談

会）」の研修会を、１１月２８日（土）、学園都市センター

第５セミナー室で開催しました。講師は、多摩地域で地

域密着型の弁護士、八王子国際協会の理事でもある松

原拓郎氏にお願いしました。 

概要は次の通りです。 

１． 相談通訳についての注意事項（松原弁護士メモ） 

① そのまま」訳して伝える。②あせらない。③通訳する

人の判断で回答しない。④相談者に対する感情のコ

ントロール。⑤相談に来るまで様々なハードルがあるこ

と、相談に来るにはかなりの勇気がいることを理解して

あげる。⑥自分の考えていることを要領よく伝えること
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息子さん達も応援に駆けつけてくれました 

 

 
外国人のための 

北野町 
生活ガイドブック 
Guía de Kitano-machi 

Para la Vida de 
Residentes Extranjeros 

 
 

北野町 
生活ガイドブック 

(スペイン語版) 
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研修講演会 
多文化共生を考える 

日本語ボランティア入門講座 

は困難、せかさずに根気強く聞いてあげる。⑦一見同 

情しづらいように見える相談者であっても、その背後に

同情すべき深刻な事情が潜んでいることが多くあるな

ど、通訳の意見は控えるべきだと強調されました。 

２．紛争解決制度 

（１）訴訟には民事事件と刑事事件がある。民事事件の

手続きは簡易裁判所（金額１，６００千円以下）と地方

裁判所（１，６００千円超）から控訴により高等裁判所、

上告により最高裁判所に。実際の事件は、相談―受

任―打ち合わせー訴訟提起―証人尋問―判決（上

訴）とあること、加えて、相談に出てくる可能性のある

専門用語についての説明がありました。一方、刑事事

件としては、裁判所の手続きは民事事件と変わらない

が、流れは、逮捕―勾留―起訴―公判―判決と進む。

刑事事件にかかわる専門用語についても説明があり、

加えて、離婚等の家庭内事件即ち、人事訴訟につい

ても訴訟の流れと専門用語の説明がされました。 

（２）調停は、家庭内の紛争（離婚、相続など）に係るも

ので、家庭裁判所での調停―審判となるが、裁判所

での「話し合い」で解決するということです。 

３．相談通訳者としては、種々の法律相談以外に、医

療・教育・子育て・年金・社会保険/労働・生活等、多

様な相談をそれぞれの言語に通訳するボランテイア

の相談通訳者は、幅広い知識と通訳力が要請されま

すが、今回はそのなかで、法律相談についての対応

の仕方・専門用語の説明が中心となりました。 

報告：外国人のためのリレー専門家相談会委員長 

 久保田 貞視 

 

 

 

 

 

 

１１月２９日にかながわ開発教育センター理事の木下 

理仁氏を講師に招いて、「多文化共生を考える。共に生

きよう！共に笑おう！地球市民として！」というタイトルで

研修会を開きました。講師による一方向の講演ではなく、

講師から示されたケースを基に進められました。 

ベトナム難民の両親から日本で生まれ育ったビン君

という中学生の主人公が、どんな問題を抱えていて、何

故問題が起きたのか。参加者は彼の担任の先生となっ

て、両親や弟を初めとする周囲の人達から日頃のビン

君の様子を聞き出し、問題の原因を探り、書き出した問

題のどれから先に解決すべきか等を考えました。 

 この行動を通じて参加者は、

異なる文化、価値観を持つ

人達をどう理解し、彼らの持

つ問題に我々はどのように向

き合って行けばよいかを考え

ました。  

  大変意義のある研修会となりました。 

報告：研修・講演会委員長 内堀 晴雄 

 

 

 
  
 ＜文化庁平成２１年度 

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業＞ 
 

 日本語ボランティアになることが私の第二の人生の生

きがいでした。具体的行動を模索中に、「日本語ボラン

ティア入門講座」受講決定の返信はがきを受け取り、何

年かぶりに子供のように大喜びしました。 

毎週土曜日全１０回の講座は９月５日から１２月５日迄

でした。３ヶ月間は短くないので、途中で挫折するので

はないかと思いましたが、終わってみれば、毎回とても

新鮮で楽しかったので皆勤賞でした。 

講義内容は、初日の在八王子日本語教育実施機関

の説明、及び{八王子の「外国人」現状と日本語学習｝の

講義で、如何に地元のことを知らなかったのか認識しま

した。一方、参加者は３０人あまりでしたが、同年代の人

も多く皆さん熱心でしたので触発されました。 

２回目以降の講義は、｢多文化共生社会」｢地域日本

語教育｣｢参加型学習｣｢フォトランゲージ｣その他でした

が、毎回自分の思い込みに気づき、正しい理解を深め

ることができました。文法も改めて勉強してみると、教え

る側の難しさを感じました。 

終わりの２回は、受講生が先生役になり模擬授業を

行いましたが、教壇上で冷や汗をかき、今後も勉強を続

ける必要性を痛感しました。 

現在は、HIFC の日本語教室を見学しながら、マンツ

ーマン教室で日本語ボランティアをしていますが、今回

学んだことが早速役に立っています。 

報告：受講者 熊野 秀一  

 

 

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。 

○北野地区外国につながる児童・生徒の学習支援に関

する研修を１２月６日（日）、１３日（日）に開催、１２月９

日（水）から学習教室をスタートすることとした。  

                        （１０月）（１１月） 

○北野町生活ガイドブックを刊行、あったかホール祭り

等北野地区の学校・企業を通じ外国人住民に配布す

ることとした。                （１０月） 

○団体ネットワーク会議を１１月に開催することとした。 

（１０月） 

○外国人のためのリレー専門家相談会を２月２０日（土）

に開催するに当たり、研修、打ち合わせ等のスケジュ

ールを決めた。                    （１０月） 

○個人会員懇親会を１月３０日（土）に開催することとし

た。                           （１１月） 

○国際理解教育委員会で２００８年度活動報告冊子を

作成し、教育委員会、学校等に配布することとした。 

                            （１１月） 

研修 
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  サポートデスク相談 
１０月 相談件数２６件 
 (日本語学習、労災、結婚・離婚、学習支援等) 

相談人数２６人 
 (中国、韓国、フィリピン、ペルー、 

 スェ-デン、タイ、インド、オーストラリア、ノ
ルウェー、コロンビア、台湾) 

１１月  相談件数１６件(労災、ボランティア他) 
相談者数１６人 
 (中国、フィリピン、ギニア、ネパール、 
 インド、ベトナム) 

８･９月の行政書士による外国人個別相談 
１０月  相談件数 ２件(相続、労働相談) 
     相談者数 ２人(中国、シンガポール) 
１１月  相談件数 ２件(ビザ、就労)  
     相談者数 ２人(オーストリア、中国) 
１２月 相談件数  ４件(ビザ、国際結婚、呼寄せ) 
       相談者数 ５人(フィリピン、日本、イギリス)  

 

 

 

 

    

 語学シリーズ ポルトガル語学習 

 １０月１日(木)～１２月３日(木) 
 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 

 留学生就職支援セミナー 

 １１月１４日（土） 10：00～16：00 

 専門家による外国人個別相談 

 １１月１４日（土）、１２月１２日（土） 14:00～17:00 

 外国人相談における法律相談基礎知識研修会 

 １１月２８日（土）10:00～12:00 学園都市センター 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

 １１月２８日（土）、１２月 休み 

  13：30～15：30 クリエイトホール 2階 図書館 

 研修・講演会 「多文化共生を考える」 
 １１月２９日（日）14:00～16:00 学園都市センター 

 日本語ボランテイア養成講座初級 

 ９月５日(土)～１２月５日(土) 10：00～12：00 
 学習支援のための研修会 

 １２月６日（日）、１３日（日）10:00～12:00 ｸﾘｴｲﾄﾎｰﾙ 

 語学ボランティア研修会 

 １２月２０日（日）10：00～12：00 学園都市センター 

 

 

 日本語ボランティア養成 ステップアップ講座 

１２月１９日～１月２３日 (土曜日全５回) 

 専門家による外国人個別相談 

 １月９日（土）、２月１３日（土） 14:00～17:00 

 語学シリーズ イタリア語学習 

 １月１４日～３月２５日 （毎週木曜日全１０回） 
 13：00~15：00 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

 １月２３日（土）、２月２０日（土） 
13：30～15：30 クリエイトホール 2階 図書館 

 個人会員懇談会 

  １月３０日（土） 13:30～15:30  レストラン クレア 

 “外国人のための専門家無料生活相談 

 ２月２０日（土）13:00～16:00  クリエートホール 

 世界の人とふれあいタイム クロアチアの話 

 ２月２１日（日） 13:30~15:30 

 「外国につながる児童・生徒の学習支援」教室 

毎週水曜日 13:30～17:30  17:30～19:30 
       八王子市北野事務所２階 

※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 

＊日本語学習 

    生涯学習センター（クリエートホール） 
                  Tel：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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

編集後記 

 １２月１３日（日）の午後、留学生八王子ふるさとプログラムのウ
インターパーティを開催しました。留学生とファミリーが約５０人集
まり、体験談を披露したり、ゲームをしたりなど、楽しいひとときを過
ごしました。留学生の中には１１月２９日、大学コンソーシアム八王
子主催、当協会の協力で行われた「留学生日本語スピーチコン
テスト」で優勝した方も参加し、留学生へのいろいろな支援に感謝
を述べられました。今後も交流と支援を更に推進してまいります。 

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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