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米国から来日して 2 年のジョン

レイ・フラーさん。ノースカロライナ

州生まれのジョンレイさんは、

2010年に八王子市出身の奥様とニ

ューヨークで結婚。長男を授かり、

2017 年八王子に移り住みました。 

日本に来て感じたことは、まず街が

安全できれいで、食べ物がおいしく、 

自然が豊かなこと。ですから、休日には家族と高尾山や

近くの公園を散策し、大好きなハンバーグステーキや

回転寿司のディナーを楽しんでいます。そして、日本人

の心意気が大好き。お祭りの時は市民が一心同体とな

って楽しみ、災害などがある時にはお互いに助け合う。

日本人の連帯感がすばらしいと ITエンジニアの彼は語

ります。 

悩み事は、ゴミの分別が複雑すぎてよくわからない

ので、助けが必要なこと。そして、日本語が難しく、

なかなか覚えられないこと。奥さんがあまり教える時

間がないので、週３回日本語クラスに通っています。

早く日本に慣れ、八王子の生活をもっとエンジョイし

たいとのことです。 

（今回の取材には、英語が堪能な会員の土屋昭博氏にご協力

いただきました）         （文責：坂本 貞則） 

 

16 年前に来日し、日本語を勉強し

てから大学に、そして日本の企業に

就職、その後中国人の同級生と結婚、

現在６歳の息子さんとの３人暮らし

をしている張璐（チョウ ル）さん。

今でも仕事を続け、日本の生活を爽

やかにこなしておられます。 

 日本と中国の違うところを伺いました。 

１． 日本は平等な社会で努力と昇進のバランスが良い、

中国では努力なしでもいきなり昇進するという格差

社会が現存している。 

２． 日本は女性の管理職が極端に少ないが、中国では

ほとんどの女性が仕事を持っており、管理職も沢山

いる。 

３． 日本人はルールを良く守る。お店などのサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がすごく良くて気持ち良い。 

４． 自分も一人っ子政策で兄弟はいないが、本当は、 

２～３人の兄弟がいる方が、社会性が身に付くので

良いと思う。（現在は二人まで容認されています） 

外国で暮らしていても、自国に居ても人は挫折をする

時がある。でもその挫折をいかに乗り越えていくかが大

切なことだと思っている。小さなことを心配せずに前を

見て進んでいく、そして自分の性格として思ったことは

すぐに言葉にしてしまうところがあるが、皆と同じでな

くても「これが張さん」と言われる方が良いと自信をも

って話す張さん。明るく、たくましく、日本の地で自分

らしく生きておられる姿に感心いたしました。 

     （文責：塚本 回子） 

 

シュワルツ・アレキサンドラさんは、

ドイツのロマンチック街道の出発点

に当たる美しい古都、ビュルツブルグ

のご出身です。大学で中国古代史を学

ぶ一環で 30年程前台湾に留学し、中

国にもバックパッカーで足を運び、図

書館を中心に研究を重ねていました。

1989 年の天安門事件の発生により

研究の中断を余儀なくされ、交換留学 

生として来日。半年後中央大学ドイツ語講師として採

用され、そのまま 30 年間、日本で教鞭を取られてい

ます。 

お嬢さん２人と息子さん１人の 3 人のお子様の母親

でもあります。PTA 委員長をされていたご経験から、

日本の学校制度に対する印象として、親がするべき躾を

学校に期待する、結果として学校には細かな規則が多す

ぎる、なかなか個性を尊重し親からの自立を促す方向に

は向かわない、といった点を挙げられていました。 

また「今の日本の教育制度は、政府が子どもの教育に

お金をほとんど出さないので、とても厳しいですね。勉

強だけではなく、いろいろな体験をし、ゆたかな考えを

持つためには、余裕が必要です」とも話されました。 

現在は八王子市の京王線沿線に住み、大学で教える

一方、地域のボランティア活動にも力を注ぐ、 自分を

しっかりと持った、強くチャーミングな女性でした。 

（文責：養田 正） 
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サポートデスク相談実績 

６月 相談件数 99 件 
（日本語支援、ボランティア、学習支援、通訳、翻訳、医療通訳、厚生年金、防災訓練、退職、 
子供の予防接種、連帯、就職、賃貸文書、家族の呼び寄せ、心の悩み、高校進学、その他生活相談） 

    相談者数 99 名 
（日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、アメリカ、台湾、ベトナム、ネパール、マレーシア、 
カンボジア、タイ、インド、スリランカ、パキスタン、モンゴル、ウズベキスタン、コロンビア、 
エジプト、モロッコ、カメルーン、ドイツ、スペイン、イギリス） 

7 月 相談件数 101 件 
（日本語支援、ボランティア、学習支援、通訳・翻訳・医療通訳、事業の可否、履歴書の書き方、 
中学校入学、離婚、健康診断、授業料支援金、進学相談、精神科相談、DV、その他生活相談） 

  相談者数 101 名 
（日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、アメリカ、ベトナム、ネパール、インド、インドネシア、
パキスタン、コロンビア、エチオピア、シリア） 

 

 

 日本語の学習  児童・生徒の学習支援 

生涯学習センター クリエイトホール ☎042-648-2231 
八王子国際協会 北野学習教室 八王子駅前学習教室 

                  ☎042-642-7091 
生涯学習センター 南大沢分館      ☎042-679-2208 

八王子にほんごの会       http://nihongonokai.com 
八王子にほんごの会(子ども日本語支援)  

http://nihongonokai.com 

八王子国際友好クラブ(HIFC)     http://hifc802.org/ 虹の橋(日本語・学習支援)      ☎042-625-3186 

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)            ☎044-877-1266 

CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会  

http://ccs-ngo.main.jp 

NPO法人 八王子国際交流センター  ☎０90-7191-9326 
NPO法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 

                 http://www.ivh-jp.org 

 英語・仏語・中国語などで外国人と交流  その他 外国人のためのパソコンの相談 

アジア青年会(AYC)      ☎090-3877-3574 
NPO法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 

                 http://www.ivh-jp.org 

医療相談 多文化精神科外来 

英語・フランス語－北原リハビリテーション病院 八王子市左入町 461 ☎042-692-3332 診療日:火・土曜日 

英語・中国語  ―北原国際病院 八王子市大和田町 1-7-23     ☎042-645-1110 診療日:金曜日 
＊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ください ☎042-645-1110 

＜団体会員＞  

 アジア青年会（AYC） 会員数報告       2019 年７月 31 日 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

299 8 団体 5/個人 1 313 
 

 NPO 法人情報ボランティアの会・八王子（IVH） 

 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

虹の橋 

 日中友好の八王子で日本語を学習する会 

NPO 法人 八王子国際交流センター（HIEC）  

 八王子国際友好クラブ（HIFC）  

 八王子にほんごの会  

＜団体賛助会員＞  

 医療法人 KNI 北原国際病院 
 

 J:COM（株式会社ジェイコム八王子）  

 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  
シミズパーク 24  

張 璐さん 
（中国） 

シュワルツ・ 
アレキサンドラさん 

（ドイツ） 
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①７月24日第3回理事会で臨時総会議案

書「サポートデスク強化に伴う予算変更の件」

を決定した。②8 月 24 日第４回理事会で来

年度の予算要望案について審議した。 

 

理
事
会
報
告 

行政書士による外国人個別無料相談会 
６月 相談件数  ０件  相談者数  ０名 

７月 相談件数  ３件  相談者数  ３名 

弁護士による外国人個別無料相談会 
６月 相談件数  ２件  相談者数  ２名 

 

 

 
発行：特定非営利活動法人 

八王子国際協会   

編集協力：広報委員会  
〒192-0083  
東京都八王子市旭町 9-1 
八王子(東急)スクエアビル 11 階 

Tel & Fax：042-642-7091 
URL: http://hia855.com   
Mail: 802_kk@jcom.zaq.ne.jp 
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 ≪異国に住む外国人が楽しいと思うことや困っていることなどを伺い、八王子国際協会が進める『共に

暮らすやさしい街に』なるように、ホスト国の市民としてできることを考え提案したいと考えます≫ 

今号では、アメリカ、中国、ドイツの方の話を伺いました。           ―広報委員会― 

ジョンレイ・フラーさん
（アメリカ） 

http://hia855.com/
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日本語ボランティアステップアップ講座 
９月７日（土）10：00～12：00 

日本語について確認しましょう 
9 月 14日（土）10：00～12：00 

コミュニケーション力を伸ばしましょう 
9 月 21日（土）10：00～12：00 

特定目的の学習に必要な支援について考えて
みましょう 

参加費：3,000円（3回分） 
場所：学園都市センター12 階 
   第 5セミナー室 

外国人のための行政書士相談（無料） 

９月 14日（土）14：00～17：00 
場所：学生・国際交流室 
10 月 6日（日）13：00～15：30 
場所：八王子国際協会地球市民プラザ会議室 
通訳：英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ

語、スペイン語の予約ができます。 

医療通訳ボランティア研修会 
9 月 15日（日）13：30～16：30 
場所：八王子市学園都市センター12階 
   第 1セミナー室 
参加費：500円 

八王子国際交流フェスティバル 2019 
１０月 6 日（日） 11：00～16：00 
場所：八王子市学園都市センター11F、12F 

外国人のための弁護士相談（無料） 

10 月 6日（日）13：00～15：30 
場所：八王子国際協会地球市民プラザ会議室 
通訳：英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ

語、スペイン語の予約ができます。 

多言語高校進学ガイダンスのための 
語学ボランティア研修 

10 月 12日（土）10：00～12：00 
場所：学生交流室・国際交流室 

八王子市総合防災訓練に参加 

10 月 20日（日）９：30～11：30 
場所：八王子市立石川中学校 

日本語を母語としない親子のための 
多言語高校進学ガイダンス 

10 月 27日（日）13：00～16：30 
参加費：500円（1家族） 
場所：八王子市学園都市センター12F 
   第 1セミナー室 
通訳：英語、中国語、タガログ語、スペイン語、

ネパール語、ポルトガル語、にほんご 

 

外国人おもてなし語学ボランティア英語交流会 
７月６日（土）10：00～12：00 
スピーチ（英語）：アメリカの話 
場所：学園都市センター12 階 

   第 5セミナー室 

参加者数：43 名 

世界の人とふれあいタイム 

７月７日（日）13：30～15：30 
マレーシアの話 
場所：学園都市センター12 階 

第５セミナー室 

参加者数：46 名 

外国人のための行政書士相談 

７月 13日（土）、８月 10 日（土） 
14：00～17：00 

場所：学生・国際交流室 
相談者数：3 名 

八王子市立小・中学校教員 10 年め研修職場体験 

7 月 29日（月）～8 月 2 日（金） 

八王子国際協会内で協力 

研修小学校教員 2 名、中学校教員 2名 

八王子市立小・中学校教員夏季教員研修 

8 月 6 日（火） 13：30～1６：30 
国際理解教育「参加型学習」の手法と授業作り 
場所：八王子市教育センター 

八王子国際協会で事業受託 
講師：中澤純一氏 

（はままつ国際理解教育ネット代表） 
参加者数：58 名 

IFSC クライミング世界選手権 2019 八王子 
8 月 10日（土）～21日（水） 
世界大会のための通訳受託 
場所：エスフォルタアリーナ八王子 
語学ボランティア（英語）50 名が協力 

臨時総会 
8 月 24日（土） 
場所：クリエイトホール 視聴覚室 

委任状・議決権行使書を含む出席者数を満た
し成立。議案の「サポートデスク強化に伴う
予算変更の件」を、原案通り承認 

 

市内小学校・中学校教員の職場体験研修 
７月 29 日（月）～８月２日（金）まで５日間、市内の

小学校・中学校の 10 年めになる教員４名が、キャリア・

アップ研修として協会での職場体験をしました。 

多言語高校進学ガイダンスのためのガイドブックを印刷

製本作業や、国際交流フ

ェスティバルのポスタ

ー等の配布準備のほか、

午後の時間は学習支援

教室の子どもたちの夏

休みの宿題を仕上げる

支援をしました。 

 

 

短冊に込めたみんなの願い 天まで届け！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 月 8 月の活動報告 

 
 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９月 10 月の活動予定 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

   
サポートデスクに中国語の通訳がいます 

毎週月曜日（14：00～17：00） 
第１木曜日（10：00～13：00） 
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サポートデスクからのこぼれ話 

 英語を母語としない外国人が訪ねてきました。どこに行って何を聞けばよいかわからない『不安』で、顔はうつむき加

減です。英語で、自分が今困っていることを説明するのですが、発音は時々ずれるし、話はあちこち飛ぶし、時系列も

よくわかりません。内容を整理してひとつずつ関連機関に問い合わせし説明するうち、漸く顔の緊張がゆるみました。関

係機関への紹介もできました。そのとたん、英語が流ちょうになり同意を求めるかの如く、これまでの苦労話を話し始め

ました。サポートデスクでは、相談者の話にゆっくりと耳を傾けることにしています。そうして、少しでも相談者のニーズに

応じた対応ができることを、心がけています。  

10 月 6 日（日） 
開催時間：11：00～16：00 

会場：八王子市学園都市センター 11F, 12F 

お楽しみに！！みなさん、来てください！ 
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JR 八王子駅マルベリー・ブリッジの七夕飾りです。

今年も、沢山の色とりどりの短冊に、外国人が書いた自

分の国の言葉・多言語の願い事が、風になびいていまし

た。みんなの願いが叶いますように。 

八王子市受託事業 

夏期教員パワーアップ研修 
日時：8 月 6日（火）13：30～16：30 

場所：八王子市教育委員会教育センター 

講師：中澤 純一 氏 

市内小学校・中学校の先生の夏休みのパワーアップ研修

会「国際理解教育」には 58 名の先生が集まりました。講師

は「浜松学院中学校・高等学校」で教鞭を通る傍ら、「はま

まつ国際理解教育ネット」を主宰する現役の先生。 

3 時間の講座は、座学とワークショップがたっぷりと入っ

た内容が濃いもので、参加者は暑さも忘れて熱心に聞き入

っていました。 

外国人おもてなし語学ボランティア英語交流会 
日時：7 月 6日（土）10：00～12：00 

場所：八王子市学園都市センター第５セミナー室 

アメリカ人の

フラーさんから

英語でお話を伺

いました。 

この後各グル

ープでは、英語

を使って意見交

換をしました。 
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