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サポートデスク 

 外国人の相談対応 

月曜日～土曜日 

10:00～17:00 

八王子国際協会 第 51号 2016年 12月 31日  

特集：サポートデスク  《外国人の相談の状況報告》 

                        

 

 

 

      
日本・ボスニア・ヘルツェゴビナ(BiH) 

 外交関係樹立２０周年 
第３回子供絵画コンクール「幸せな家族」 
日時：2 月 21 日(火)   IN サラエボ入賞作品展 

～２月 27 日(月) 
    10:00～17:00 
場所：八王子中央図書館 
主催：イビル･イビルの会 
後援：八王子国際協会 
 
 
❖行政書士による外国人個別相談会 １月 14 日(土) 
❖冬の語学シリーズ 

初めてイタリア語   １月 12 日(木)～３月 16 日(木) 
異文化理解英文講読  １月 13 日(金)～３月 17 日(金) 
旅行英語       １月 14 日(土)～３月 25 日(土) 
やさしい英会話    １月 14 日(土)～３月 25 日(土)  
初めてのフランス語  １月 26 日(木)～３月 30 日(木) 
初めてのドイツ語   ２月３日(金)～４月７日(金） 

❖八王子「外国人おもてなしボランティアの集い」 
 １月 29 日(日) 
❖行政書士による外国人個別相談会  ２月４日(土) 
❖医療ボランティア研修会     ２月５日(日) 
❖外国人のための無料専門家相談会シミュレーション 
   ２月 18 日(土) 
❖フェイスブックによる外国人コミュニティ活用講座 
               ２月 25 日(土) 
❖外国人のための無料専門家相談会   ２月 26 日(日) 
❖国際理解講座         3 月 5 日(日) 
❖世界の人とふれあいタイム「メキシコの話」 
                 ３月 12 日(日)  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

<団体会員>     （五十音順） 
アジア青年会（AYC） エンドウスタジオ 

  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（日本語・学習支援）   
日中友好の八王子で日本語を学習する会   
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 

 
 

  
 
 

 日本語の学習 
･生涯学習センター クリエイトホール 

 Tel: 042-648-2231 

 生涯学習センター 南大沢分館 

 Tel: 042-679-2208 

 八王子にほんごの会 

 http://nihongonokai.com/ 

 八王子国際友好クラブ (HIFC) 

 http://hiug.jp/hifc/ 

 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）   

       Tel: 090-1118-6098 

 児童･生徒の学習支援 
 北野学習教室      （八王子国際協会） 

 八王子駅前学習教室  （八王子国際協会） 

 Tel: 042-642-7091 

 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

http://www.ccs-ngo.org/index.html 
 八王子にほんごの会(子どもの日本語支援) 

 http://nihongonokai.com/ 

 虹の橋（日本語・学習支援） 

    Tel: 042-625-3186（遠藤） 

 英語・仏語・中国語などで外国人と交流 
 アジア青年会 (AYC) 

  Tel: 090-3877-3574（徳田） 

 その他 
 外国人のためのパソコンの相談･学習支援 

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 ] 

１．多文化精神科外来 (通訳がいます) 
 英語・フランス語は北原リハビリテーション病院 

にて行っています。 

所在地：八王子市左入町 461 

Tel: 042-692-3332  診療日：火・土曜日 

 英語・中国語は北原国際病院にて行っています。 

所在地：八王子市大和田町１-７-23 

Tel: 042-645-1110  診療日：金曜日 

２．なんでも相談室 
なにか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下さい。  

問合せ： Tel: 042-645-1110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．サポートデスク 

200７年に「外国人相談窓口」を常設して、約 10

年経ちます。2015 年度の相談件数は 1,000 件余

り、毎日５～10 人の相談者が訪れます。 

２．主な相談の内容 

 

 

 

 

 

①生活の相談 

相談は生活全般で多岐（住宅、健康保険、年金、生

活保護、遺産相続、就労、医療、税金、結婚、離婚

など）にわたります。生活に必要な書類（入院・学

校・保健所やカード利用など）の説明が多いですが、

最近は永住権や帰化に関する問い合わせが増えて

います。 

また、翻訳・通訳の依頼に対しては、依頼内容（言

語・用途・納期など）を確認して、語学ボランティ

アに連絡して、対応をお願いしています。 

②日本語の学習 

日本語の学習希望者は年々増加しています。 

学習できる日時や場所を確認して、団体会員が行

っている「にほん語教室」を紹介しています。ただ、

どの教室も満員なので、しばらく待っていただいて 

いるのが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③子ども・教育・学校の相談 

小中学校への就学や子どもの学習の悩み、高校進学

の相談が多く、協会の学習教室などを紹介していま

す。義務教育以外の相談も増えてきています。 

④ボランティアを希望 

日本人の学生や主婦のボランティア希望者が増え

ています。また、日本語が上手な外国人が「ボラン

ティア活動で仲間を見つけたい」と相談に来ます。

当協会や団体会員の活動などを紹介しています。 

３．相談に来る人たち 

日本人(28％)、中国人(23％)、フィリピン人

(11％)など、合計 50 か国の人が訪れます。日本語

での相談が多いが、英語・中国語・スペイン語・タ

ガログ語での対応もあります。 

話を聞いてくれただけで安心する人やスマホで

色々と調べた上で訪れる人など、さまざまです。 

４．相談対応の姿勢 

ていねいに話を聞く(相談相手の気持ちに沿う)こ

と、そして問題解決のための関係機関(法テラス・都

／市の担当部署・保健所・ハローワークや各地の相

談会)を具体的に紹介することを心掛けています。 

その場で対応機関に連絡して紹介しますが、連絡

できない場合には対応策を教えています。 

※法テラスは、国が設立した無料法律相談機関です。 
 

水曜日の午後、中国語語学ボランティアが対応 

中国の方が八王子で、より安心し

て快適に暮らせるための一助となる

ように、微力ながら尽力して行きた

いと思います。何かありましたら、是

非、気軽に八王子(東急)スクエア 11

階の国際協会へお立ち寄りください。 

   （中国語語学ボランティア 黄 紀文） 

会員数報告      （平成 28 年 1２月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

2２３ 8 団体 5/個人２ ２３８ 

八王子国際協会は、
市制 100 周年事業
を応援します 

 
発行：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 

 

今後の活動予定（平成 29 年１月～２月） 
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  相談の上位４位 
1 位：生活の相談  （236 件） 
２位：日本語の学習  （227 件） 
３位：子供・教育・学校の相談 （105 件） 
４位：ボランティア希望  （104 件）  
 

 
サポートデスク相談実績 

１０月 相談件数 90 件 
(日本語支援、ボランティア、学習支援、証明、ビザ、進学ガイ
ダンス、防災カード、翻訳、医療通訳、詐欺被害 他)  

相談者数 ８4 人  
(日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、サウジアラビア、ネ
パール、インドネシア、モルドバ、パキスタン、タイ、台湾、
マレーシア、イタリア、セネガル、モンゴル、インド他) 

１１月 相談件数 70 件 
(日本語支援、ボランティア、学習支援、子供の呼び寄せ、高校
進学相談、防災カード、翻訳、医療通訳,他) 

相談者数 66 人 
(日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、ブラジル、 

アメリカ、インド、ネパール、スリランカ、オーストラリア、 
サウジアラビア、チェコ、ベトナム、イラン、インドネシア 他) 
 

行政書士による外国人個別相談 
11 月 12 日(土) 相談件数 4 件、相談者数 4 人 

12 月 10 日(土)  相談件数 2 件、相談者数 2 人 
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新年のご挨拶            
あけましておめでとうございます。         理事長：平野吉三 

みなさまにおかれましては穏やかな一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。 

私たちはこれまで限られた国や地域で長い歴史を重ねてきましたが、今や経験したことのない文化
の中で生活する人が増えています。八王子市も 11,000 人を超える外国人が居住し、小さな多文化
共生社会の輪が広がっています。八王子国際協会は互いの価値ある文化を深めていく担い手とし
て、みなさんと共に汗を流し、多くのことを学ぶ年にしたいと思っています。本年も引き続き当協
会へのご理解とご支援をよろしくお願い致します。 

＊J:com 八王子「八王子人図鑑」で、平野吉三理事長のインタビューが 

12 月 9 日(金)～15 日(木)に放映されました。 

 放映日時： 12:30～、21:30～、10 日(土)22:30～、11 日(日)22:00～ 

 

八王子市 
からの  

委託事業 

http://www.ccs-ngo.org/index.html
http://hia855.com/
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.b-cures.biz/illust2017/ikadomatsu1/ikadomatsu1.jpg&imgrefurl=http://www.nenga-sozai.net/dl/imatsu/01/&docid=7ZZbpK058rvosM&tbnid=QnGUKegIEZcuxM:&vet=1&w=356&h=446&hl=ja&bih=564&biw=1366&q=%E5%B9%B4%E8%B3%80%E7%8A%B6 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwiyq6DEhe7QAhWCTrwKHWQKA6Y4ZBAzCB4oHDAc&iact=mrc&uact=8


                             八王子国際協会 会報第 51 号 2016 年 12 月 31 日                                         八王子国際協会 会報第 51 号 2016 年 1２月 31 日 

 

 

 
多言語高校進学ガイダンス 

10 月 23 日(日)  13:00～16:30 

会場：学園都市センター12F 第 1 セミナー室 

参加者：30 組（69 人） 

「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」は都内 6 カ所で開催しています。

今年度最後に八王子で開催しました。英語、中国語、

タガログ語、スペイン語、やさしい日本語などの通訳

によって日本の教育や進路に関する説明がなされま

した。今年はどの会場も参加者が多く、八王子会場も 

昨年より 1.5 倍増の参加

者でした。会場では、進

学・進路に関する相談が

多くありました。 
 
八王子市総合防災訓練に参 10 月 23 日(日) 
場所：八王子市第２中学校グラウンド 

 外国人 27 名、語学ボランティア 5 名、防災･災害

対応委員会、事務局が参加しました。 
 

子安町で防災訓練を実施 11 月 21 日(月) 
ネパール人が多く住む集合住宅

で防災訓練を実施しました。ネパ

ール人 25 人が参加しました。八

王子消防署の指導で、初期消火等

の訓練を行いました。 
 

学習支援者研修・学習会  
10 月 29 日(土) 13:30～15:30 

会場：国際交流室   参加者：14 名 

学習支援委員会では、支援者による自主学習・研修

会を開催しました。この研修会では、支援をする中で

気づいたことや困ったこと、悩みといった事柄の中か

ら、学習者が抱える問題を支援者が見出し、支援者の

役割の理解を深める内容となりました。 

 学習支援教室に通う子どもたちは、

国籍や母語が様々であり、来日理由、

教育経験、文化的背景も多様で、簡単

に一括りにすることは難しいところ 

があります。加えて、日本生まれ日本育ちであっても、

家庭環境から生じる日本語能力や文化的背景の違い

が、子どもたちの学習成果に大きく影響を与えている

ことも見過ごせません。そこで、ただ学習や日本語を

教えればよいといったことだけでなく、知育と徳育の

両方をバランス良く保つための環境づくりを整える

必要があるという話し合いが進められました。学習支

援教室では、「子どもたちが日本で生活できるようす

るための教育とどう向き合うか」ということを考えつ

つ、今後も活動を継続していきたいと思います。 

（学習支援委員会委員長 田野倉 美貴） 

 

第 2 回外国人のための日本料理教室  
「うどん」と「みつ豆」 

10 月 2９日(土)   9:30～13:00 
会場：クリエイトホール９F 料理講習室 

参加者：9 名    

 子供達と一緒にうど

ん作りとみつ豆作りに

参加しました。 

うどんの材料は全部

ビニール袋に入れたか

ら、粉がこぼれないので、

子供達にとって、とても 

便利なやり方なので、大喜びで、生地を練りました。 

生地を薄く伸ばして、畳んで、食べやすい太さで切

る作業は全て子供の力で出来ました。みつまめも子供

達と作りました。今回の活動は子供達にとって、大き

い成長です。出来た料理を見て、子供達の喜びと自信

がたくさんでした。   （参加者：近藤 琳(中国)） 
 

第３回外国人のための日本料理教室  
「お正月料理」     

    12 月３日(土)  13:30～16:00 

会場：クリエイトホール９F 料理講習室 

講師：星野 厚子（元戸板女子短期大学教授） 

参加者：18 名 

料理を学ぶのは初めてでした。特

に日本料理はまったく初めてです。

料理の色が全部綺麗でした。日本

人は飾ることを大事にするようで

す。本当に綺麗で食べるのが勿体 

なかったです。でも、おいしかったです。それと、一 

人ではなく、みんなと一

緒に料理をすることにも

意味がありました。それ

は、みんなで料理したほ

うが一人よりもっと楽し 

いということでした。次にも機会があれば、ぜひ、参

加したいです。      （参加者：ジヨン(韓国)） 
 

第２回語学ボランティア研修 

「災害時の外国人支援」 

10 月 22 日(土)  14:00～16:00 

参加者： 7 名      講師：事務局 古川 豊光 

会場：国際交流室 

八王子市域で発生した時に、外国人についてはどの

ような支援スキームとなっているか。災害時の外国人

の避難所になっている市民センター避難所開設訓練、

や八王子市総合防災訓練および町会・自治会と連携し

て実施する防災訓練などについても理解を深めた。 
 

 
第３回語学ボランティア研修 
「学習支援と国際理解教育」 

11 月５日(土) 14:00～16:00 

参加者：14 名     講師：事務局 花輪 豊子 

会場：国際交流室 

参加者の感想   

言葉や生活習慣が異なる日本で生活し、日本語によ

る日本の学校教育を受ける、外国につながる子供たち

は、対処しなければならない多くのことを抱えている。 

ハ王子国際協会が行っている学習支援教室は、そん

な子供たちに対して、学習の助けだけでなく悩みなど

心のケアもしている。支援には、子供の母国の習慣や

文化、育った環境などを理解することが大切だ。おも

てなしや英語教育も大事だが、相手の立場に立って考

える国際理解教育の普及にもっと力を注ぐべきだと

感じた。          （受講者 木村 直子） 
 

いちょう祭りに参加   11 月 19 日(土) 

場所：祭典 C－１会場 学生広場 

留学生、語学ボランティア、事務局スタッフ計 15

名が参加して、多言語の場内放送や市民との交流を行 

いました。ステージでは、イ

ンドネシアの民族舞踊、韓国

の朝鮮民族アリラン・チャン

ゴ・打楽器演奏、中国の変面

ショーが行われました。「Dr. 

肥沼信次の偉業を伝える」パネル展示を初め、多言語

ごみカレンダーや災害ヘルプカードを配布しました。 

クラシックカーパレードに参加 11 月 20 日(日) 

海外友好交流都市と活発に交流

事業を行っている黒須顧問が、平野

理事長と一緒にクラッシックカー

パレードに、参加しました。 
 
Dr.肥沼の集い 12 月４日(日)13:30～16:00 

会場：いちょうホール 
 「お帰りなさい！Dr. 肥沼」と題して、チャリティ・ 

イベントが開催され、多

くの方々に Dr.肥沼の生

き方を知っていただきま

した。 
 
留学生のための就職支援セミナー 

11 月 26 日(土)  10:00～16:30 

会場：学園都市センター 第５セミナー室 

参加者：20 名 

セミナーは東京労働局外国人雇

用サービスセンターの講義から

始まり、入社試験時の対応などや

個別相談が行われ、続いて、NPO 

 

留学協会の講義では、実際に日本企業に就職した先輩 

を囲んで懇談形式で有益なお話を伺いました。午後の 

セッションでは、まず(株)夢道 S の石田社長よりユー

モアに溢れるお話を聞き、八王子市企業支援課の久田

主査からは「国際化する八王子市の企業とその仕事」

と題する講義がありました。 

最後に八王子市の優良企業である（株）コスモ計器 

の古瀬社長と（株）エイビットの檜山社長から会社の 

紹介があり、参加した留学生にとっては、有意義な一

日でした。 

留学生のための企業めぐり   

12 月７日(水) 10:00～16:30 

参加者：20 名 

訪問先: 

日本水産(株)､(株)大島椿本舗､オリンパス(株) 

参加した留学生は、まず北野町にある日本水産(株)

八王子総合工場で、魚肉ソーセージやカニフレークの

製造ラインを見学しました。同社のご厚意で製造食品

の提供があり、皆で試食しました。午後は、みなみ野

にある(株)大島椿本舗で椿油を原料とする化粧品の

製造ラインを見学しました。最後に、石川町のオリン

パス(株)の技術歴史館「瑞古洞」を訪問、カメラ、顕

微鏡、胃カメラなどの展示物を見学しました。食品、 

化粧品、光学機械と産業分野は違い

ますが、製造現場を間近かに見て、

日本企業のものづくりの素晴らし

さに、留学生一同感嘆していました。 
 

♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠ 

団体会員活動だより 
アジア青年会（ＡＹＣ） 

スピーチ大会「あなたの言葉が私を変える」 
 11月３日(木)学園都市センター第５学習室 

日本人７人が英語・フランス語・スペイン語で話を

しました。とりわけ身障者の方が生き生きとスピーチ

されたことが印象的でした。アジアからは、フィリピ

ン・ベトナム・中国の方が英語や日本語でスピーチを

しました。今年はセネガルやガボンの方が英語で母国

（アフリカ）の話をしました。ジョー先生には”How 

to make ａ good speech”を講演いただきました。   

Dance ＆ Music で、

「上を向いてあるこう」

(フランス語)を皮切り

に、みんなで声を併せて

歌いました。とても楽し

い交流のひと時でした。 

 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、必要な言語を学び合う教室

を運営しています。 

 興味のある方は、代表の徳田陽平に連絡ください。

（連絡先：電話番号：ｐ.４右中段参照） 
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