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第 75 号 2021 年２月 28 日 特定非営利活動法人八王子国際協会  
子ども支援に関する情報 

新年度が始まる季節です。 

お近くの外国人の方にお知らせください。 

◎幼児の保護者の方々に 
☆幼稚園・保育等の利用料が無償になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎就学児童生徒の保護者の方々に  
☆外国人児童生徒のための就学ガイドブック 

（文部科学省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆外国人等の保護者に向けた入学手続きの仕方など 

 

 

 

 

 

 

ガイドブックは 7 か国語（韓国・朝鮮語、べトナム

語、中国語、スペイン語、フィリピノ語、ポルトガル語、

英語）で、日本の学校について書かれています。 

≪内容≫ 

日本の学校の就学期間、授業料、教科書、就学援助、

学校で学ぶ教科、PTA 活動、小学校・中学校への入学

手続きの流れ、中学校卒業後の進路などについて、わ

かりやすく説明してあります。 

☆その他のお役立ちサイト 

 ・https://bunkyotagen5sn.wixsite.com/info 

  （文京区で、やさしい日本語、英語、中国語作成した

公立小学校へ就学の情報です） 

 

◎高校生等への就学支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎八王子市外国人市民向けサイト 
☆広報はちおうじは、誰もが情報を得られるように、多

言語アプリを導入し、９か国語で閲覧できるようにな

っています。 

☆多言語情報紙 Gingkoは、日本語と英語、中国語、韓

国・朝鮮語、スペイン語の 4 か国語で編集してあり、

多くの方に情報が伝わるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で多文化共生を考える 
八王子市は 13,000 人以上の 100 か国を超える

外国人市民が居住し、約3,500人の留学生が市内21

大学等に在籍している国際学園都市です。さらに、世

界のグローバル化は日々広がり、地域の国際化はます

ます進んでいます。 

八王子市においても、このコロナ禍だからこそ、外

国人市民と日本人市民が共に暮らせるまちづくり推

進していきたいものです。 

 

多文化共生とは・・・ 

多文化共生とは、「国籍や民族などの異なる人々が、

互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こう

としながら、地域社会の構成員として共に生きていく

こと」（総務省：多文化共生の推進に関する研究会報

告書より）を言います。日本人も外国人も、地域の一

員として共に認め合い、互いに力を合わせながら、社

会を発展させていこうという考え方です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多文化共生のまちづくり 

グローバル化が進展し、地球規模で人の移動が活発

化している現在。日本全国で、外国人の人口が急速に

増加しています。駅で、学校で、コンビニで――日常

で外国人と触れ合うことは珍しいことではなくなりま

した。こうした中、日本人と外国人が、一緒になって

地域社会を形づくっていくことが求められています。 

外国人が地域の活動に参加することは、人と人のネ

ットワークを拡げ、地域社会の新しい活力を生み出し

ます。日本人にとっては、地域の魅力を再発見する機

会となるとともに、国際理解が深まるきっかけとなり

ます。 

多文化共生の意識を深めることは、日本人も外国人

も、一人ひとりが気持ちよく暮らすことのできる、魅

力あるまちづくりにつながります。 

 出典：八王子市 HP より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜八王子国際協会では・・・＞ 
 多文化共生を推進し共に暮らせるま

ちづくりができることを考えていま

す。 

 それを実現するために、個人会員を

中心に委員会活動を進めたり、団体会

員は地域の外国人市民と互いに寄り添

えるような活動を進めています。 

私たち一人ひとりが、できることを

考えて行動することが、今一番大切な

ことです。 

 八王子国際協会の外国人サポートデ

スクでは、外国人・日本人市民の方々

の「多文化・異文化」に関するお悩み

に対し、お話を伺っています。その上

で必要なアドバイスをしたり、関係機

関につなぐ役目を果たしています。 
（総務省 2020 年９月発表） 
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団体会員のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア青年会(AYC) 
外国人から外国語を学び、日本人は日本語を教える

「共に学び合う」精神で、教室を運営しています。 

火曜日：フランス語と中国語教室 
木曜日：英語（初級と中級）教室 
日曜日：サンサンカルチャー（言語を学び合う教室） 

また、「共に生きる」というコンセプトを、私たちの会

では様々なケースに応用しています。 

共にアルバイトを探し、共に草むしり、共に言葉を学

び、共に音楽・おどりの練習など、言葉を教えるだけで

はなく、なるべく日本の生活に外国人が慣れるように

教えています。いずれ、彼らが日本人を引っ張って行け

る位の行動力・組織力・経済力、そして多文化共生で生

き延びる力を共に作っています。 

興味のある方は、どうぞお電話を下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

情報ボランティアの会・八王子（IVH） 
情報ボランティアの会・八王子(設立 1997

年)は、情報技術の普及と市民への情報活動支

援のためスマホやパソコンの市民講座やなん 

でも相談会、市や団体の生涯学習での講師の派遣など、

各種の活動を行っております。新型コロナウイルスの

影響によりオンラインによる相談対応や学習支援を行

っています。外国人の方々への支援は平成 19 年から

行っており、地球市民プラザ会議室を中心にパソコン

を使った学習会や相談会を実施しております。メール、

ワード等の活用には日本語の習得が必要となり、日本

語の学習支援対応も行っております。日曜日の午前 10 

時から 12 時までの学習です。新型コロナウィルスは外

国人の生活に大きな影響を与えています。早期に収束し、

外国人の方々がこれまでのように活発に活動できるこ

とを望んでいます。 

 

CCS世界の子どもと手をつなぐ 
学生の会 

「CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会」は、日

本で暮らす外国にルーツを持つ子どもへの教育支援活

動を行う、学生主体の NGO 団体です。1993 年に設

立し、現在は都内 3か所で活動を行っています。 

グローバル社会の今、日本にも海

外で生まれ育ったリ、外国人の父母

や祖父母をもつなど、多くの「外国

にルーツを持つ子どもたち」が増え

ています。その中には言葉や文化の

壁にぶつかり、学校の勉強に悪戦苦

闘している子どももいます。 

私たちは毎週水曜日の 18時～20時 30分に地球市

民プラザ会議室をお借りし、子どもたちの学校の宿題、

定期考査対策から受験対策まで行っています。 
 

虹の橋 
私達「虹の橋」は外国人との交流を通して、お互

いに理解を深めることが出来るように、日本の子供

達には英会話を、外国の方々には日本語や日本の生

活習慣などを身に付けてもらい、お互いにコミュニ

ケーションがとれるようにと支援をしています。 

① 日本の子供達には英語の先生が日常会話を指導 

②外国の子供や大人には日常の日本語ができるよう 

にレッスン、そ

してお楽しみ会

を通して、お互

いが交流できる

ように支援をし

ています。 

 

＜団体会員連絡先＞ 

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 

CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

http://ccs-ngo.main.jp 

虹の橋                         042-625-3186 

日中友好の八王子で日本語を学習する会 

044-877-1266 

NPO 法人 八王子国際交流センター（HIEC） 

     090-7191-9326 

八王子国際友好クラブ（HIFC）http://hifc802.org 

八王子にほんごの会     http://nihongonokai.com 

日中友好の 

八王子で日本語を学習する会 
当会の学習支援活動は、毎週木曜日の週１回（8月

は夏休み）午後２時～４時。地球市民プラザ会議室で

す。学習者は、学習希望者の男女比は女性７・男性３。

年齢は 18 才～75 才。平均 35 才～45 才。生活状

況は、既婚、未婚、無職、有職など様々です。学習支

援者は、友好の立場で、中国語の学習や仕事で活用し

ていた方などです。 

学習形態は、日本語が使え理解できる方は、グルー

プ学習です。グループ全体は、代表の澄川宏三と学習

補助支援者が横に座り指導しています。 

日本語の

初歩の方は、

1 対 1 の個

別学習です。

外国人が日

本語を学ぶ

際によく使 

われている、スリーエフ社編の「みんなの日本語」な

どを教科書として活用しています。 
 

ＮＰＯ法人八王子国際交流センター 

当団体は 2017 年 5 月に認証、設立されました。

日本の経済、社会のグローバル化、少子高齢化による

労働人口の減少傾向に伴い日本に長期在留する外国

人が増えています。また現行の技能実習生の受け入れ

に加えて、2019 年４月から人手不足対策として外

国人労働者の拡大を目的とした在留制度（５年間に１

４業種３４万５千人見込み）の施行が決まりました。

これらの外国人が地域の構成員（市民）としてお互い

の文化、習慣等を理解し合い、安心して生活し、働き、

学ぶことが出来る環境を整備する活動を行い、また時

代の変化に対応した支援活動を積極的に行い、多くの

自冶体等（市町村）が推進している「多文化共生のま

ちづくり」に協力する団体です。 

現在の主たる事業 

＊「日本語学習

支援」 

（1）マンツ

ーマン方式学

習により初級

者から日本語

能力検定Ｎ1

合格志望者 

（2）生活、職場等に関係して必要な日本語学習 

＊よろず生活相談・支援サポート 日常の生活上で

「困った、分からないこと」の相談。必要なら関係

役所等への付き添い、サポートも行う。 

＊談話サロン 外国人同士、日本、外国人同士 コミュ

ニケーション 

＊外国人児童、生徒の日本語学習、授業補習支援 

以上の支援事業活動を行っております。まだ新しく、

小さい団体ですがご協力をお願いします。 
 

八王子国際友好クラブ(HIFC)  
八王子市に住む外国人市民に対し、私たち八王子国

際友好クラブ（HIFC）は、地球市民プラザ会議室で週

に 4 日、日本語学習支援を行うとともに、様々な文化

交流イベントを開催しています。 

コロナ禍の現在も、オンラインを使って、工夫しな

がら活動を継続しています。 

地球市民プラザ会議室は私たちの活動の拠点であり、

外国人市民にとっては生活情報が得られ、相談できる

一種の居場所ともなっています。 

 HIFC は八王子に住む外国人市民が一日も早く地域

に馴染み、安心して生活できるよう願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子にほんごの会 
｢八王子にほんごの会｣は 1992 年外国人の皆さん

に日本語学習支援をする自主団体として発足しました。

学習はマンツーマン方式で、初級者から上級者まで、

学習者の日本語レベル、学習目的に合わせて、丁寧に

対応しています。 

市内で、東浅川、南大沢、由井一小、北野、での各

寺子屋に加えて、地球市民プラザ会議室では｢駅前月曜

午前・午後｣、｢駅前金曜午前・午後｣、「駅前土曜夜」、

「土曜午前・子ども支援寺子屋」「駅前日曜午前」の計

９教室を展開しています。２月現在の会員実数は 149

名、学習者は 140名です。 

寺子屋ごとのお花見、料理教室、ハイキングなどを

行い、楽しく集う場も提供しています。 

本年は、コロナ禍で活動が制限されていますが、各

寺子屋で工夫して対応しています。 

八王子国際協会と一緒に多文化共生社会の確立

を担っている団体会員です。 

市民団体だからこそできる、外国人市民に寄り添

う活動とそれぞれの団体のポリシーは、このコロ

ナ禍においても生きています。もう何十年と活動

を続けている団体もあれば、エッセンスを生かし

て手が届きにくいところへの細やかな支援をして

いる団体もあります。それぞれの団体の特徴をご

紹介します。 

日本人市民と外国人市民が助け合い、共に暮らせ

るやさしい街を、みんなで力を合わせて築いてい

きます。 
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