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サウジアラビア王国の話 
Kingdom of Saudi Arabia 

実施日：平成 2８年９月 11 日(日) 

場 所：国際交流室 

今回のゲストのクルディ･ゼヤー

ドさんはサウジアラビアのメディナ

出身です。短期大学でコンピュータ

の勉強をし、卒業後７年間プログラ

マーとして働きました。2013 年３

月ゲームの開発がしたくて、日本に

来て最初の２年間は日本語を学び、

現在は東京工科大学メディア工学科

の２年生です。卒業後はゲームの 

会社に入社してゲームを開発し、将来は「自分の会社を

作る」希望を持っています。  

 サウジアラビアは平均気温45℃、首都はリヤドです。

サウジの国旗に描かれている「剣」は守る力があること。

「緑色」は得意の意味、「木」は国のことです。首都リヤ

ドには広い道路とたくさんの高層ビルがあります。メ 

ッカのマスジド・ハラーム(聖モスク)

は 35 万平方メートルです。ジッダ

(Jeddah)はサウジ西港で国の中で

2 番目に大きな観光地として有名で

す。ダンマーム(Dammam)はサウジ

の東港で石油産業が有名です。 

アラビア半島でサムドー (Thamud)は古い文明

(715BC)の名前です。イスラム教ができる以前の宗教

は「アイドル崇拝」です。またアッラーフの娘たちと思

われたクライシュ族がそのアイドル宗教を単立し、クラ

イシュ族はアラビア半島の一番強い部族で、商売、文化、

軍隊、全部を持っていました。クライシュ族のふるさと

はメッカで、ムハンマド預言者はクライシュ族です。当

時はまだ紙がなかったので石に記載して、部族会議も開

催されていました。 

当時の有名人の、アンターラ・イブ

ン・シャダッド(通称：アラブカラス)

氏の母はエチオピアで奴隷生活でし

たが、自分の望みで部族戦争に参加

し、自分の武勇を示して自由の身に

なりました。  

イスラム教の説明です。シャハーダ：一人の神様し

か他に神はなくムハンマドは神様の使徒（預言者）で

す。アッラーフ Allah：   アッラーフの 99 の美

名の中の「全ての慈悲ぶかき者、本質的にもっとも慈

悲ぶかい者、最も慈悲ぶかき者」という言葉は有名で

す。シャハーダのおかげで、アラブ人が被害や困るこ

とに対して、我慢することができると信じています。

呪い、占いやお化けに似ているものをほとんど信じて

いませんが、ジン(精霊や妖怪、魔人など一群の超自然 

 

 

的な生き物の総称)を信じています。スィヤーム(断食、

ラマダン )はイスラム歴の９月に開催され、今年は

2016 年の６月６日～７月５日までの 30 日間行われ

ました。ザガードとは貧しい人にお金をあげる事です。

サウジアラビアは税金が無い国と言われていますが、サ

ウジアラビアの国民はさまざまな組織には税金を払う

必要があり、またテロリスト組織に届かないようにサウ

ジアラビア政府が厳しく管理しています。一人のムスリ

ムが毎年 1 年以上所有している財産のうち、貨幣 : 

2.5％を貧しい人にあげたり、資金を代わりに払ったり

してモスクを造ります。  

 ハッジとはメッカに行くことで、少な

くとも人生のうちに 1 回するべきだと

伝えられています。その時は白い衣装を

身に纏わなければなりません。また、ご存

じのとおりイスラム教のルールでは豚を

食べてはいけません。 

ハラールマーカーは豚肉を使っていないことを表し 

ています。同時にアルコールは禁止さ    

れ、ルールを破ると犯罪になります。 

 サウジアラビアではイスラム教から、普

段男性と女性が付き合うことがあまりでき

ません。結婚では自分の相手を選ぶことが

できず家族や友達からいい相手を探したり、

聞いたり、すすめられることが多い。そし 

て決めたら両方の家族が会って、初対面で男性と女性が

会うことになります。もし両方の心が許したら付き合う

ことができます。その後電話番号を交換したり、話した

り、会ったりして、結婚式の段取りと結納を決めます。

結婚パーティーは、男性向け(夜の７時～12 時半まで)

と女性向け(夜の９時から朝の６時まで)があり同じ日

ですが、別々の会場で行い時間とお金がかかります。 

Ｑ＆Ａ 
Ｑ）将来の夢について？ 
Ａ）ゲーム会社の設立(英語、日本語、アラビア語) 
Ｑ）留学に日本を選んだ理由は？ 
Ａ）日本語が学べることと、将来のビジネスチャンス
に適している。 

Ｑ）日本にきてビックリした事は？ 
Ａ）家が小さいこと。 
Ｑ）日本の印象？ 
Ａ）時間を守ること。残業、自殺者が多い。 
Ｑ）アラビア語について？ 
Ａ）単語は覚えやすいが文法は難しい。また読む、書
く言語ではなくて会話言語です。 

Ｑ）女性の衣装は？ 
Ａ) スカーフみたいなものを纏って、肌を見せるのは
ダメですが、家庭内では普通の格好です。 

Ｑ）みんな平等？ 
Ａ)はい平等ですが、女性はドライバーとか重労働は
ダメです。 

アンケート結果では、「とてもわかりやすく、サウジ

アラビアの生活を説明してくれた」と、大好評でした。 

 

 

♪♪♪  実施済みの催し  ♪♪♪ 

石川酒造見学 ７月 24日（日） 

最近の日本酒ブー

ムもあり、酒造り 150

年の歴史を誇る福生に

ある石川酒造を訪問し

ました。 

参加者の出身国は

北米、南米、ヨーロッ

パと様々。敷地内には、 

明治時代に建てられた本蔵を始め、250 年前に建築

された長屋門、樹齢 700年の神木などがあり、歴史

ある雰囲気の中で酒蔵見学や利き酒が体験出来ます。

また併設のレストランでは銘酒「多摩自慢」や地ビー

ルを楽しめたりと「お酒のテーマパーク」となってお

り内外からの見学者も増えています。参加した外国人

の方々の日本酒に対する関心も高く、酒蔵見学後には

地ビールを味わいながら国籍を超えての楽しい交流

となりました。まさに酒に国境無し。日本人の私たち

にとっても自国の文化への理解を深める好機となっ

たのではないでしょうか。多摩地域には他に 5 つの

酒蔵が点在しており「酒蔵ツーリズム」の人気も高ま

っています。八王子は元より多摩の魅力を広める素材

はまだまだあり、周辺在住の外国の方々との異文化交

流を通して地域のさらなる活性化の可能性を感じた

一日となりました。 

（外国人コミュニティー支援プロジェクト委員会委員 

   小峰淳子） 

 

夏季教員パワーアップ研修  

７月 27日（水） 

（八王子市教育委員会主催）  

実施日時：７月 27 日（水）13:30～16:30  

場所：八王子市教育センター 

内容：オリンピック･パラリンピック教育をふまえた

多文化共生教育とは（講義・演習） 

講師：中山京子氏（帝京大学教授） 

 国際理解教育委員会では、内容、役割分担等につい

て市教委と打ち合わせて講演を実施、委員がスタッフ

として参加しました。出席した 60 名の市内小学校・

中学校の先生方は、無意識に持っているステレオタイ 

プのものの見方や

固定観念に気づい

てくださったこと

でしょう。今後の授

業への取り組み方

に、活かされること

を期待しています。 

 
夏季教員研修 

～学習支援を中心に体験～ 
８月１日～８月 17日 (毎月曜日・水曜日) 
八王子市教育委員会からの依頼で、夏休みを利用し

て、８名の八王子市内の小学校・中学校の先生が、国

際協会での職場体験研修に参加されました。 

研修の主な内容は、  

①八王子における多文化共生社会の必要性と取り組

みについて知る 

②外国につながる子ど

もたちの学習支援 

の体験でした。 

八王子市内の 108の

小・中学校にも外国の文

化や言葉を持つ子ども

たちが増えています。こ 

のような子どもたちに接し、１対１での対応を体験し

ていただきました。細かな指導をし、子どもたちから

気持ちを聞き取るなど、普段の授業ではなかなか実践

できない経験に感動する先生もおられました。八王子

市に住む外国の方々が増えている中、平常の学校教育

にこの体験が活かされることを願っています。先生方

からは次のような感想をいただきました。 

     ＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

・とても貴重な体験をさせていただき、ありがとござ

いました。 

・国際協会を知れたことが、心強いです。 

・まず驚いた事は、八王子の外国人の数が増加してい

ることです。大学の留学生の受け入れ、企業の外国

人労働者の雇用など、社会情勢が関係しているとい

うこともわかりました。 

・外国語圏の子どもの言葉や文化、また学習面や生活

面など、様々な面でサポートの必要な生徒がいると

実感しております。 

・子どもや保護者にとってベストなサポートをして

まいりたいと思います。 

・家族と一緒に日本に来た子どもに目を向け支援を

されているということを、今回初めて知りました。 
 
中学生職場体験  

９月７日(水)～９日(金)３日間 
2 名の打越中学校 2 年生の生徒が

職場体験しました。事務室の掃除、

災害カードの組み作り、郵送物の配

布作業の他、日本語教室見学をしま

した。 

表に見えない細かな仕事や雑用を

体験して、生徒たちは仕事の大切さを

学んだようです。 
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1対１の「学習支援」を体験 

マスジド・ハラーム 

ム 

ハラール
マーカー 

ハッジの衣装 

（世界の人とふれあいタイム委員会委員長 生山龍哉） 

 

参加したみなさん 

 

八王子市 
からの  

委託事業 

 

八王子市 
からの  

委託事業 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E9%9C%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%96%E6%80%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E4%BA%BA
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会員研修と懇談会 

 ８月 20日（土）  

日時：平成 28 年８月 20 日(土) 13:00～16:30 

会場：八王子市学園都市センタ－ 第５セミナー室 

会員参加者：26名 

「会員研修会と懇談会」は２部構成で開催しました。 

研修会の第一部は五輪

開催に相応しく、テーマ

は「オリンピックと多文

化共生」。  

講師の中山京子氏（帝

京大学教授・国際理解教

育学会副会長）は、「オリ 

ンピック・パラリンピックは人の多様性に関する自

己の中に潜む見方やステレオタイプについて見直

すよい機会です」と貴重な資料にもとづいて熱弁さ

れ、参加者一同は大いに共感しました。 

第二部の懇談会は卓

話：「Dr.肥沼信次の偉業

を後世に伝える会」代表 

塚本回子氏から八王子

の野口英世と言われる

肥沼信次医師の紹介と

その顕彰碑を中町公園 

に建立計画等の当会活動への協力支援のお話があ

り、参加者との意見交換の機会となりました。 

 終了後は、参加者全員でティーパーティの交流で懇

親の輪が広がり、閉会となりました。 

 

 

第 10回医療通訳ボランティア講座 

  ９月４日（日） 
９月４日（日）、第 10回

医療通訳セミナーを行い、

20 名のボランティアが参

加しました。 

「眼科」というテーマで、

第1部は国際医療通訳アカ

デミーの中村春木学院長に

よる一般講義でした。 

第２部は眼科の代表的な疾患である結膜炎と飛蚊症

に罹患したという想定で、患者（外国人）、医者、通

訳によるロールプレイを実施しました。ロールプレ

イでは英語とスペイン語にグループを分けて実施し

ました。日本人には難しい医療用語の発音につい

て、アイルランド人のポール・マッカンさんから、

その発音を学びました。 
 

 

第１回語学ボランティア研修 
 ９月 17日(土) 

「サポートデスクと外国人相談」 

についての研修参加の感想 
八王子国際協会の発表によると、協会での相談は、

１年間 1000 ケース以上があり、この数は八王子に

住んでいる外国人の約 10％を占めています。東京都

も八王子も同様に 1980 年から現在まで徐々に外国

人の人口が増える一方である。それにつれて国際協会

での相談ケースも徐々に増えるだろう。その上に、日

本に住めば住むほど様々な課題が発生し、相談も増え

ていくと予想される。協会での相談記録や参加者の意

見交換から、サポートデスクと外国人相談に対して

様々な課題が見えてきた。今後八王子をはじめ、東京

や日本全国では外国人への対策はWin-Winパートナ

ーのために長期間的なマクロ政策を立てる必要があ

る。  

 参加者：Do My Hien 

 

防災・災害対応委員会の活動報告 

四町合同防災訓練 

８月 28日（日） 
外国人代表が 

体験の感想とお礼の挨拶 
四町会（南町、南新町、八日町一・ニ丁目、上八日

町）による合同防災訓練が、８月 28 日（日）に、南

新町ちびっこ公園で実施されました。当日は時折雨が

パラつくあいにくの天候にもかかわらず、多くの近隣

の住民が参加され、協会からは外国人と語学ボランテ

ィア（通訳）など 24名が参加しました。やや狭い会

場でしたが、初期消火訓練、AED 体験、起震車体験、

通信訓練、スタンドパイプを使った消火・給水訓練な

ど数多くの体験ができました。最後に炊き出しのカレ

ーライスをいただきました。 

 閉会式では外国人代表が体験の感想とお礼の挨拶

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

由井地区連合会防災訓練  

９月 24日（土） 

    約 1,000名（小中学生含む）が参加 
9 月 24 日（土）、

由井地区町会自治会

連合会主催の防災フ

ェスタが、片倉つど

いの森公園で行われ

ました。 

小中学生を含む約 1,000 名が参加した大規模な

体験型防災訓練バザー、縁日、太鼓実演などもあり、

参加した市民が親子で楽しめる内容でした。当日は、

あいにくの荒天でしたが、協会側からは留学生や一

般外国人（韓国、ガーナ、セネガルなど）や語学ボ

ランティア（通訳）など 30 名が参加しました。放

水訓練、煙ハウスを体験するなど、市民に交じって

防災訓練とフェスタを楽しんだ一日でした。 

 

国際交流フェスティバルでの防災訓練 

10月２日（日） 
 体験希望者 160人が順番待ち 
当協会最大のイベントで

ある「八王子国際交流フェ

スティバル」の数あるイベ

ントのひとつとして、昨年

より、防災訓練を行ってい

ます。 

本年も 10 月２日（日）

に八王子（東急）スクエア

ビル 12階の第３・第４セ 

ミナー室で行いました。 

AED の使い方や人形を使った心肺蘇生訓練では、

約 160 名の日本人及び外国人が参加しました。 

また、熱湯を注いで蒸らしてできる非常食である

アルファー米の作り方実演では、多くの市民が参加し、

終了後は熱々のご飯の試食を楽しんでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山先生の話術に魅了されて 

雰囲気を変えて意見交換 

 

八王子市 
からの  

委託事業 
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ロールプレイに真剣な表情 

四町合同防災訓練と 

由井地区連合会防災訓練に、 

「東京都地域の底力再生事業助成金」 

が交付されました。 
 

助成金交付の条件のひとつは、「国際化」

でした。当協会はチラシの多言語翻訳や外

国人と語学ボランティア（通訳）の訓練参

加などで、協力しました。 

 

 

八王子市 
からの  

委託事業 

 

八王子市 
からの  

委託事業 

人形を使っての 

心肺蘇生訓練に 

チャレンジ 

これからの催しもの案内 

第３回語学ボランティア研修 
学習支援と国際理解教育について話します 

日時：平成２８年１１月５日(土)14:30～16:30 

場所：八王子国際協会 
 

八王子いちょう祭り（国際コーナー） 
日時：平成２８年１１月１９日（土）9:00～17：00 

場所：C会場学生広場   舞台：14:00～15:00 

①韓国 朝鮮民族チャンゴ 民謡・打楽器演奏  

②中国 変面ショー 

③インドネシア 民族舞踊 
 

留学生就職支援セミナー       

日時：平成２８年１１月２６日(土)10:00～16:30 

場所：クリエイトホール 
 

留学生就職支援企業めぐり       

日時：平成 28年 12月 7日(水) 9：30～16:30 

訪問先：日本水産㈱、㈱大島椿本舗、 

㈱オリンパス 
 

世界の人とふれあいタイム 
 「ロシア連邦の話」 

日時：平成２８年１２月１１日(日)13:30～15:30 

  場所：八王子国際協会 

参加希望の方は下記に連絡ください！ 
八王子国際協会 

ﾒｰﾙ：802_kk@jcom.zaq.ne.jp  

Tel/Fax：042-642-7091 

 

 

2008 年８月に会報『地球市民プラザ八王子だより』の第

１号を発行して以来、今回で５０号となりました。 

これもひとえに、八王子国際協会の活動を支援してくださ

っている皆さまのお力添えの賜物と、感謝しております。 

 この号を契機として、今後会報『地球市民プラザ八王子だ

より』は、フルカラー印刷で、皆さまにお届けいたします。 
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