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日本語ボランティア養成講座委員会委員長 西堀 孝文 

私がボランティアを始めたのは、中国語の先生に勧

められて日本語ボランティアの会を覗き、多くの学習

者の熱心に勉強している姿を見た時でした。すぐに入

会を決意し、特段の日本語の教え方の学習をすること

もなく始めました。 

最初の学習者は、ベトナムから来た会社員でした。

彼は他の多くの学習者と同様に来日前に６か月ほど日

本語を学んできていましたので基礎ができており、そ

のような私でもなんとか試行錯誤で対応ができました。

ただ、後から日本語の文法の呼び方が日本の学校で習

ったものと違っていたり、尊敬語、擬態語、発音が外

国人には難しかったりすることなどを知って、学習を 

 

 

 

 

 

 

始める前に知っていればもっと効率的にできたのでは

ないかと思っていました。そんな時に、八王子国際協

会でボランティア養成講座を開催していることを知り、

お手伝いをはじめました。毎回多くの応募者があり、

残念ながら抽選になっていますが、できるだけたくさ

んの方に参加する機会を作って、日本語学習のボラン

ティア活動に参加いただけるよう、取り組んでいきた

いと思っています。 

 

日本語教育を熱心に頑張るボランティア団体を訪ね

ました。 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍での現状はどうなんだろう？と気になりま

したが、コロナ禍で減少しているとはいえ八王子では

100 人以上の学習者が、毎週楽しく学習しています。 

八王子国際協会では加盟７団体が八王子に住む外国

人のために「日本語教室」を開いています。多くの教

室は、協会の地球市民プラザ会議室での活動ですが、

八王子市内６会場、合計毎週約 25 教室で、多くの外

国人が日本語を勉強しています。 

八王子駅前の地球市民プラザ会議室のほかは、東浅

川、南大沢、北野、由井第一小学校、クリエイトホー

ルが利用されています。特に「寺子屋」と呼ばれるア

ットホームにこの広い八王子で活動を展開する「八王

子にほんごの会」では、学習者そして支援者が通いや

すい近隣の会場での活動となり好評です。 

もう少し学習者とのことを紹介しましょう。 

学習者は、出身国も八王子に来た理由・目的も様々。

日本人と結婚した奥さん、家族で日本で働く人、技術

研修生、留学生、家族と共に来日した子供、残留日本

人の子供といろいろです。当然授業の内容も個人・グ

ループごとのオーダーメイドです。 

コロナ禍の授業風景はどうでしょうか？ 

ほとんどの教室が、マンツーマン授業で行っていま

す。学習者が 2～3 割減少していますが、ソーシャル

ディスタンスを取っての学習形態とし、学習時間を短

くして対応しています。コロナ禍で支援者・学習者共

に参加者が減っています。ポスト・コロナに、皆さん

が帰ってきてくれることを期待します。 

                                                                                                            
 
 
 
 
  

サポートデスク相談実績 
10 月 相談件数 120 件 （雇用・労働、社会保険、医療、教育、日本語学習、住宅、身分関係、 

通訳・翻訳、学習支援、行政書士、弁護士、ボランティア、生活相談、情報提供、

コロナワクチン、その他） 

       相談者数 120 名 （日本、中国、韓国、台湾、インド、エジプト、オーストラリア、ケニア、 

コロンビア、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム） 

11 月 相談件数 124 件 （入管手続き、雇用・労働、社会保険、年金、税金、医療、子育て、教育、 

日本語学習、住宅、身分関係、交通、通訳・翻訳、情報提供、ボランティア、 

コロナ給付金、年末調整、生活相談、学習支援、その他） 

相談者数 124 名 （日本、中国、韓国、台湾、アメリカ、アルゼンチン、イタリア、インド、 

エジプト、ケニア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、 

ペルー、マレーシア、モンゴル） 
 

 

 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/ 
CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

http://ccs-ngo.main.jp 
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)             ☎042-643-1451 

NPO法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 
https://www.ivh-jp.org 

NPO法人 八王子国際交流センター    ☎０90-7191-9326 虹の橋(日本語・学習支援)       ☎042-625-3186  

 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) 
                 https://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＞ ＜団体賛助会員＞ 

 アジア青年会（AYC）  医療法人 KNI 北原国際病院 

 NPO 法人 情報ボランティアの会・八王子（IVH）  株式会社ジェイコム東京 八王子・日野局 

 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会  東京八王子高尾ライオンズクラブ 

日中友好の八王子で日本語を学習する会  東京八王子南ロータリークラブ 

NPO 法人 八王子国際交流センター（HIEC） シミズパーク 24 

八王子国際友好クラブ（HIFC） 株式会社 完山金属 

 八王子にほんごの会 株式会社 八王子エルシィ 

 （虹の橋：休会中） 東京八王子ロータリークラブ 

 株式会社 ホットアルバム炭酸泉タブレット 

 八王子ボランティアネットワーク 

-4- 11 月  
弁護士による外国人個別相談会 
10 月 相談者数 1 件 相談者数 1 名 

理事会報告 

１０月度、１１月度：来年度予算について 
 八王子市と打ち合わせたことを審議し、委員長会議に
おいて協力依頼する項目を決議した。 

八王子市人口：562,211  
外国人人口：  12,853   （2021 年 10 月末） 

八王子市に住む外国人人口は約 13,000 人です。

日本に来て間もない人、自国の言葉で過ごしてきて

日本語でのコミュニケーションが難しい方々などを

対象にした「日本語教室」が、沢山あります。 

この日本語教室で日本語を学習するお手伝いをす

るボランティアのために、日本語ボランティア養成

講座を開催しています。 

今号では、日本語ボランティアとして活動してい

らっしゃる方々をご紹介します。 
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サポートデスクの前にある掲示板に、様々な情報を掲示しています。国の機関・東京都の機
関・八王子市からお知らせ、多言語での相談窓口の情報、コロナ関連の情報、他団体のイ
ベント紹介など、その種類は多岐にわたります。「書き損じはがきで途上国の子どもを応援す 

る」プロジェクトなどもあります。掲示しながら、飢え、貧困に苦しむ世界の人たちが、寒いこの時期に、暖かい衣類や食べ物を
手に入れられるといいなと、思いを馳せました。 

会員数報告       2021 年 11 月 30 日 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

250 ７ 団体 10/個人 1 268 

 

明けましておめでとうございます！ 

昨年も会員の皆様、関係諸団体の 

皆様には、誠にお世話になり、 

ありがとうございました。 

千里を走る寅年の始まりですが、感染症により

滞りがあった 2 年間を戻すべく、千里の道も一歩

から・・・しっかりと地に足をつける地道な活動

を進めていきたいと願っております。 

まだまだ不安感が拭えない今年ではあります

が、関係諸氏の大勢の皆様との一層のコミュニケ

ーションを図り、手を携えて、誰でもが平和に暮

らすことができる多文化共生社会に向け、努力し

てまいりたいと思います。本年もどうぞよろしく

お願いいたします。 

          理事長 伊藤 涼子 

日本語ボランティア養成講座 

八王子国際協会と連携する日本語教室 

日本語教室の様子① 
地球市民プラザ会議室 

弁護士による外国人個別無料相談会 
10 月 相談件数：1 件  相談者数：1 名 

行政書士による外国人個別無料相談会 
10 月 相談件数：3 件  相談者数：4 名 
11 月 相談件数：5 件  相談者数：5 名 

 
発行：特定非営利活動法人 八王子国際協会   

〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 八王子スクエア 11 階 

Tel & Fax：042-642-7091 e-Mail: 802_kk@jcom.zaq.ne.jp 



特定非営利活動法人 八王子国際協会 会報第 80 号 2021 年 12 月 31 日発行                                     特定非営利活動法人 八王子国際協会 会報第 80 号 2021 年 12 月 31 日発行 
 

日本語ボランティアにも聞きました。 

中国は広く地域によっては違いがある。個人的には文

化の違いに触れられるのは楽しい。しかし 

心配なのはこの日本語教室に来たいのに

来られない人が多くいることです。今教

えている人は、日本語能力検定試験を受

けるところまで、上達しています。 

日中友好語学学習会 中道 
 

拓殖大学 3 年です。インドネシアで日本

語教育に接し目覚めました。こんなに喜

んでくれるなんて、と感動しました。日

本語教育を将来の方向の一つに考えてい

ます。今教えているのはベナンの方です。 

八王子国際友好クラブ 石田 
（ほとんどの団体が、彼女のような若いボランティアを   
熱望しています） 
 

日本語ボランティア養成講座を受講して

入会しました。もう10年になります。学

習者と楽しくお話する授業も喜ばれます。

教えているつもりが、知らなかった外国

の文化・考え方等理解でき、貴重な経験 

をさせてもらっています。日本語ボランティア養成講

座を受講してみてください。新しい世界が開かれると

思います。       八王子にほんごの会 田中 
 

技術研修生を主に担当していますが、入国

者激減で学習者が減りました。国の制度に

ついても課題が多いと感じます。そもそも

こういった語学教育は国の仕事だと思いま

す。欧州の移民政策を参考にすべきだと思 

います。 NPO 法人八王子国際交流センター 森屋 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市の日本語教室は質量ともに充実しています。

コロナ禍、インターネットを利用してオンライン学習

をしているグループもあります。ポスト・コロナで学

習者が増加した際には、日本語ボランティアが増える

ことを、どの団体も期待しています。 

      広報部 青木 雅美 

今後の予定    

 

１月 1 日（土）～1 月 3 日（月） 休館 
１月 15 日（土） 10:30～11:30 
災害時語学ボランティア活動内容見直し説明会 

１月 22 日（土） 10:00～12:00 
おもてなし語学ボランティア英語交流会 

１月 22 日、２月 26 日、３月２６日 全土曜日 
14:00～17:00 

 外国人のための行政書士個別相談会 
１月 29 日（土） 14:00～16:00 
 語学ボランティア研修会（弁護士の話） 
２月 6 日（日） 10:00～11:45 
 学習支援者研修会 
２月 13 日、20 日、27 日（日）14:00～16:00 
 日本語ボランティア ステップ・アップ講座 
２月 17 日（木） 休館 
３月 5 日（土）   14：00～16：00 
 国際理解教育ワークショップ 
３月 12 日（土） 10:00～12:00 
 防災講演会 
３月 19 日（日） 14:00～17:00 
 外国人のための弁護士個別相談会 
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事業の報告 
 

第 1 回 語学ボランティア研修会 八王子市委託事業 

「多文化共生のまちづくりと 

語学ボランティアに期待すること」 

日時：11 月 13 日（土）10：00～12：00 

会場：八王子市学園都市センター 

  第 5 セミナー室 

講師：森茂 岳雄 氏  

（中央大学文学部教授）  

参加者：18名 

初めに、「八王子国際協会の語学ボランティア」に

ついて、事務局が説明しました。森茂氏の講義では、

ワークショップを取り入れて、国や文化、環境によっ

て感情や気持ちのとらえ方が異なることを理解し、語

学ボランティアが単に複数の言語の橋渡し役にとどま

らず、文化と文化をつなぐ架け橋となり、八王子市の

多文化化を進めていくうえで大変重要な役割を果たし

ていくことを気づかされました。 

 

第 2 回日本語ボランティア基礎講座を開催しました。 

日にち：11月 14日・21 日・28日 八王子市委託事業 

（全 3回、日曜日） 

場所：八王子市学園都市センター 12 階 

外国の方などの日本語学習を支援する日本語ボラン

ティア活動を始めたい方や、始めて間もない方を対象

とした養成講座を開催しました。定員 20 名のところ

36 名の応募があり、25 名の方に参加いただきました。 

講師は、東京日本語ボランティアネットワークから派

遣していただきました。 

講義の内容は 

１. 日本語ボランティアとは？ 

～その目的と心構え～ 

２.身近にあるものでな

にができるか？ 

こう聞かれたら、どう答えよう？ 

３.学習者がたくさん話せる活動例でした。 

でした。アンケートでは、「ロールプレイでとても盛

り上がった。具体的な活動例で、活動を思い浮かべる

事ができた。」との声が寄せられました。 

 

2021 年度八王子市総合防災訓練に参加しました。 

日時：12 月 12 日（日） 9:00～11:00 

場所：八王子市立打越中学校  

外国人留学生、当協会の防災・災害対応委員会委員、

語学ボランティアとともに外国人支援センターのコー

ナーで参加しました。 

市の職員と語学ボランティアが 5 か国 13 名の留学

生を案内し、はしご車乗車体験、煙体験、地震体験、

応急救護訓練などいろいろな体験訓練をしました。語

学ボラティアは英語、中国語、韓国語で場内アナウン

スも行いました。 

 災害への備えの必要性

や避難所でのルール・マ

ナーについて学び、良い

体験をすることが出来ま

した。 
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八王子市委託事業 

防災・災害対応委員会 正国委員長の講話 

八王子市委託事業 

日本語教室の様子② 北野、東浅川 

八王子市委託事業 

防災講演会を開催します。 

日時：3 月 12 日（土）10：00～12：00 

会場：八王子市学園都市センター第 5 セミナー室 

講師：NPO 法人防災・災害ボランティアかわせみ 

    代表理事 谷岡 やすし氏  
内容：水害時の避難の仕方は命を守るために

極めて重要な知識です。水害の種類と
避難の方法について、学びませんか。 

受講料：無料 
定員： 30 名（応募者多数の場合抽選） 
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