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学習支援委員会の活動  

 学習支援委員会は、外国につながる児童・生

徒に向けて、八王子駅前(月)と北野(水)で学習

支援教室を運営しています。 

 学習支援教室に通う子どもたちは、国籍や言

語、生活の環境も様々です。日本生まれの日本

育ちであっても、生育環境によっては、日本語

や学習のつまずきが見られることもあります。 

一方で、近年増えている在日日数が短い児童・生徒に

関しては、個々の状況に応じた日本語の支援が必要

とされています。このように、子どもたち一人ひとり

の学習状況にばらつきがあることも、支援するうえ

での課題となっています。そこで、月一回支援者ミー

ティングを開き、学習支援の情報や状況等を共有し、

より良い学習環境づくりを整えるために話し合いを

重ねています。また昨年度は、支援者による学習研修

会を行い、「学習だけでなく、日本の社会生活に必要

な習慣やルールも子どもたちに伝えていくことが大

事である」といった、支援者の役割を再確認しまし 

た。そして、学習教室

をめぐる状況を常に

把握し、子どもたち

の可能性を伸ばすた

めには、さまざまな

角度から考えていく 

ことも大切です。今後は、学校や市の教育委員会、他

の支援団体との連携がいっそう求められています。 

また、中学生になって来日した生徒は、日本語習

得と教科学習、三年生ともなれば高校入試の準備が

あり、負担が大変大きくなります。また、学習能力

があっても日本語能力が影響して、受験校が限られ

てくるといった問題も起こり得ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

このような、悩みを相談する場として、毎年「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」を開催し、東京都立高校の教員の方々や私立

高校の方々を中心に、子どもたちの状況に合わせた情

報提供や、進学・進路相談にのっています。説明や相

談の通訳としてやさしい日本語をはじめ英語・中国

語・タガログ語・スペイン語などの語学ボランティア 

の協力を得て、

実施しています。

2016 年度には、

71 名の親子等 

の参加があり、

スタッフを入れ 

て 100 名を超えるイベントとなりました。 

日本で暮らす私たちが「あたりまえ」と考えている

事柄をもう一度見直し、これらの子どもたちの側か

ら考えてみることも大事だと、支援をしていて気づ

くことがあります。学習支援は、子どもたちと真剣

に向き合えば向き合うほど、時に思いもよらない困

難な問題にぶつかることもありますが、非常に有意

義な活動です。 

（学習支援委員会委員長 田野倉美貴） 
 

八王子駅前学習教室 
(八王子国際協会会議室) 

月(4:00～7:00PM) 

北野学習教室 
(北野事務所集会所)  

水(3:00～7:00PM) 

支援ボランティアは、常時募集しています。 
支援は 1 回 1～2 時間。都合に合わせて 
週 1 回あるいは月 1 回でも OK です。 
お問い合わせ・お申込みは事務局まで。 

  

<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 

会員数報告      （平成 29 年２月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

24３ 8 団体 5/個人２ ２5８ 

2016 年度学習支援状況 

学習者数    （4 月～3 月までの在籍数） 

小学校 1・2 年生  6 人 中学校 1 年生  2 人 

小学校 3・4 年生  5 人 中学校 2 年生  4 人 

小学校 5・6 年生 15 人 中学校 3 年生  5 人 

学習者国別 
ペルー11 人、中国 12 人、フィリピン 6 人、 
ブラジル 3 人、韓国 2 人、オーストラリア 1 人、
ウクライナ 1 人、パキスタン 1 人 

支援登録者数 

42 人(月 1～4 回支援、途中辞退者を含む) 

親の都合で外国から日本に来た子どもたち、日本の文化

や言葉がよくわからないまま学校に通う子どもたち、多文

化多言語の社会で生活する子どもたち、そんな子どもたち

の学習を中心に支援をしています。 

 
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 
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八王子国際協会は、
市制 100 周年事業
を応援します 

 ３月 27 日と４月 24 日に理事会を開催し、

「平成 28 年度事業報告および収支決算」、「平

成 29 年度事業計画(案)および収支予算 (案)」、

「規約改正(案)」と「役員候補推薦委員会委員

の選任の件(案)」について審議しました。 

今後の活動予定 
2017 年度（平成 29 年度）５月～６月 

サポートデスク相談実績 
２月  相談件数  ６１件 

(日本語支援、ボランティア、離婚、永住権、交

流、通訳、翻訳他) 

   相談者数  ６１人 
(日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、アメ

リカ、イラン、サウジアラビア、タイ、ネパー

ル、台湾、カンボジア、インド、シンガポー

ル、チェコ、スコットランド、アイルランド、

スリランカ、ベトナム他) 
３月  相談件数  ９３件 

(日本語支援、ボランティア、学習支援、年金、

自己破産、離婚、翻訳他) 

   相談者数  ９２人 
(日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、アメ

リカ、イラン、モンゴル、インドネシア、コロ

ンビア、アルゼンチン、スリランカ、ネパー

ル、イタリア、カンボジア、台湾、サウジアラ

ビア、シリア、ロシア、マレーシア、スペイ

ン、インド） 

行政書士による外国人個別相談実績 
３月 11 日  相談件数 １件  相談者数 １人 
４月 ８日  相談件数 １件  相談者数 １人 
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 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 

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 虹の橋(日本語・学習支援)  ☎042-625-3186 
八王子にほんごの会     http://nihongonokai.com 八王子にほんごの会(子どものの日本語)  

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)          ☎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 

 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・学習支援) 

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（多言語対応ができます） 

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 

 ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

❖世界の人とふれあいタイム「中華人民共和国の話」 
5 月 21 日(日) 

❖春期語学シリーズ 
 ステップアップ・フランス語(木)  5 月 11 日～7 月 13 日 

初めてのイタリア語    (木) 5 月 11 日～7 月 13 日 

  英会話中級講座      (木)  5 月 11 日～7 月 13 日 

異文化理解のための英文講読(金)  5 月 12 日～7 月 14 日 

ステップアップ・ドイツ語  (金)  5 月 12 日～7 月 14 日 

おもてなし英語          (土)  5 月 13 日～7 月 15 日                   

ﾈｲﾃｨﾌﾞと学ぶやさしい英会話(土) 5 月 13 日～7 月 15 日 

❖八王子国際協会「2017 年度(平成 29 年度)総会」 
５月 27 日(土) 

❖NPO フェスティバル ユーロード 
５月 27 日(土) 

❖日本語ボランティア養成「基礎講座」(土)(全 5 日) 
    ６月３日、24 日、７月１日、８日、15 日     
 

2017 年度（平成 29 年度) 八王子国際協会総会  
5 月 27 日（土）13:30～15:30 

於：八王子市学園都市センター12 階 第 1 セミナー室 

学習支援教室の様子 

多言語高校進学ガイダンス 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

http://hia855.com/
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委員会活動の紹介 

皆さん、一緒に活動しませんか？ 
生活・コミュニケ―ション支援事業 

医療ボランティア     （委員長：内堀晴雄）  

医療機関での診療に際して、外国人市民が安心して医 

療が受けられるよう、病院、

行政と連携して通訳などの支

援を行います。多言語による

医療情報の提供や、医療通訳

カードの普及と配布をします。 
 

日本語ボランティア養成講座（委員長：西堀孝文） 
外国人への日本語支援のために支援者を養成する｢日

本語ボランティア基礎講座」、｢日本語ボランティア 

ステップアップ講座」を開催し

ます。基礎講座は６月、ステッ

プアップ講座は 10 月に実施

します。 

 

防災・災害対応      （委員長：平野輝雄） 
外国人市民の防災意識の向上を目的とし、町会・自治

会等と連携した地域の防災訓練に参加し、多言語によ 

るチラシ作成などを実施しま

す。「災害ヘルプカード」改訂版

を印刷し、行政機関･大学･町

会･自治会･外国人コミュニテ

ィなどに配布します。 

 

学習支援        （委員長：田野倉美貴） 
外国につながる児童・生徒の学習の放課後支援を行い

ます。北野学習教室を毎週水曜日に、八王子駅前学習 

教室を毎週月曜日に開講。10

月 22 日(日)「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｣を開催しま

す。 
 

外国人のための無料専門家相談会  
              （委員長：須藤隆夫） 
専門家（弁護士、行政書士、社会保険労務士、税理士）

や市の相談員による外国人に関する無料相談会を、通 

          訳ボランティアを交え、平成

30 年２月 25 日(日)に開催し

ます。事前に参加ボランティア

の研修会を開催します。 
 

国際交流事業 
国際交流フェスティバル  （委員長：田中洋子） 
イベントや展示・講演などで、外国や日本の文化に楽

しく触れ、体験することができ、また外国人市民と日

本人市民が交流することを目的に開催します。11 月 

12 日(日)に八王子学生委員会、JICA と共催、八王 

子市と協力

して開催し

ます。 

 

 
  

 
世界の人とふれあいタイム  (委員長：生山龍哉) 
外国人ゲストスピーカーを招き、映像などを使ってそ

の国の現状、文化、歴史などについて話してもらい、 

ゲストスピーカーと参加された

市民の方々との交流や、国際理解

の啓発に取り組みます。４月･６

月･９月･11 月･２月の日曜日に

実施します。 
 

国際理解事業 
語学シリーズ        (委員長：白沢昌子)        
市民に語学学習を通して、その国の文化や歴史など

に触れ、国際理解や多文化共生社会を推進します。英、 

中、韓、スペイン、ポルトガル、

フランス、ドイツ、イタリア語、

英文講読や旅行英語などの講座

を春期、秋期、冬期に実施します。 
 

国際理解教育        (委員長：森茂岳雄) 
学校での国際理解教育授業へ協

力します。八王子市の事業受託

として教員研修会への企画協力

を行います。 
 

広報事業 
広 報            (委員長：養田正)  
外国人コミュニティの情報や団体会員、賛助会員の情

報提供など、魅力的な会報作りを行います。テレビ、

新聞、ミニコミ紙への広報活動を行い、ホームページ、

Facebook を活用し、タイムリーに情報提供します。 
 

プロジェクト委員会の活動 など 
外国人コミュニティ支援プロジェクト委員会 

(委員長：山本武志) 
外国人市民のネットワークを支援す

るため Facebook を活用した６言

語コミュニティグループ（中国語、

韓国・朝鮮語、スペイン語、フィリピ

ン語、英語、ベトナム語）を運営しま

す。6 言語コミュニティを周知 

するために、チラシを作成・配布し、交流会を行います。 
 

留学生のための就職支援セミナー 
八王子市、東京外国人雇用サービスセンターや八王子

市の企業の協力を得て、「留学生のための就職支援セ   

         ミナー」を 11 月に開催し、「留 

学生のための八王子市の企業め 

ぐり」を 12 月に実施します。 
 

地域における国際交流 

第 38 回八王子いちょう祭（11 月

18 日、19 日）の国際交流イベン

トに参加します。民族の踊り、音楽

等を紹介し、地域住民や来場者と

の交流を行います。 
語学ボランティア 

外国人市民に多言語で情報を提供し、

日常生活の様々な場面や外国人相談等

で、言語サポートを行います。 

 

 

 

 

メキシコ合衆国  

Estados Unidos Mexicanos 

実施日：３月 12 日(日)  

会場：学園都市センター  
今回ゲストのモレノ・デニッセさんは

2015 年に来日し、東京外国語大学で日

本語を学び、現在は首都大学東京で大学

院生として臨床心理学を学んでいます。

将来の希望は、日本に住んで子どもたち

を助ける仕事をしたいそうです。当日は

メキシコの民族衣装で登場。民芸品やお 

もちゃなどをたくさん持参され

たので、休憩時間には皆で鑑賞し

て楽しみました。 

メキシコの地図上の位置を確

認して、31 の州と首都：メキシ

コ・シティを紹介しました。 

人口は約１億２千万人で日本とほぼ同じですが、言語

は共通語のメキシコ風スペイン語の外に、アステカの言

葉であるナルワト語が約 155 万人で話され、69 種の

ネイティブ語（部族語）があります。   

国旗は緑色（森・草原） 

白色（平和）赤色（戦争で

流した血）で構成され、国

章はメヒカ神の太陽神を中

心にサボテン・オーク・ラ

ウレルで囲まれています、

国鳥はイヌワシ、国花のダ 

リアは５千種以上あります。季節は日本と同じで、春・

夏・秋・冬があり、ジャカランダの花の並木道はとても

きれいです。  

宗教はカトリックで、

お祭りは「マリアの行列」

が有名です。ゆるキャラは

Lupita（ウパルパ）です。 

 

 

 

メキシコから日本に輸出

している品物は、果物・野菜

では、パイナップル・アボガ 

ド・トマト・カボス、肉は牛・豚・鶏・生ハム、お酒は

テキラ（銘柄は色々）、魚はマグロ（ツナ缶）・エビ・

タコで、タコは美味しいです。 

メキシコの国土は温帯林・放牧地・砂漠・低地ジャン

グル・高地ジャングルに分かれます。砂漠には、蛇、サ

ソリ、クモ、小鳥（ロードラナー）、ウサギ・カメ・砂漠

狐・コヨーテ・山羊が生息し。ジャングルには、オウム・

アルマジロ・豹・オランウータン・アマガエルが生 

息し、放牧地には、モルモット・ウサギ・ワシ・イノシ 
 

 

 

シ・プレリードッグが生息し、

森林には熊・オオカミ・はち

どり・山猫（クーガ）、鹿が

生息しています。また、森林

には遠くアメリカから越冬

に飛来する蝶の王様（モナー 

ク）もいます。 

海・ビーチはとても美しい

く大ウミガメ・マンタ・サメ・ 

ジュゴン・鯨・マグロがゆっ 

たりと泳ぎ、かわいいウパル 

パ（絶滅危惧種)なども生息ます。 

伝統的なおもちゃは、こま・

けん玉（バレロ）・ヨーヨー・ビ

ー玉・魔法の木・人形などがあ

ります。誕生日のパーティなど

では、ビニャータ（紙製の飾り

の中にお菓子が包まれる）が飾

られます。子ども達は棒で     

で壊してお菓子を食べます。 

９月 16 日は 1810 年にスペインから独立した記念

日です。11 月 10 日は 1910 年～1920 年に続いた

革命の記念日です。色々な民族衣装を着てお祝いをしま 

す。モレノさんはたくさんの鮮

やかな伝統的な女性服を紹介し

ました。死者の祭り(11 月１・

２日）は日本のお盆に相当する

行事で、死者を祀る祭壇や街は

色鮮やかに飾られます。 

結婚式は教会で行ないますが、披露宴では新郎新婦

を祝福するためにご祝儀を張り付けて踊る「お札のダ

ンス」があります。音楽はとても盛んで、ギター、ベー

スギター、バイオリン、トランペット、フルート、ハー 

プとアコーディオンなどで楽団

が組まれます。音楽に合わせて

色鮮やかないろいろな衣装で陽

気なダンスが行われます。   

メキシコの有名人はノーベル 

賞受賞の詩人オクタヴィオ・パス(Octavio Paz)、映画俳優

カンティンフラス (Canthinflas)、ディエゴ  ルナ (Diego 

Luna)、サッカー選手エルチチャリト(El Chicharito)がいます。 

メキシコ料理は、有名なタコス、トルティーヤ、牛肉、

鶏肉、豚肉、魚、羊、うさぎ、バッタ、サボテンのほか

グアカモーレ、チョコレートなどがあります。 

モレノさんは話のテーマごとに質問を受けました。話

し手と聞き手がコミュニケーションを取り、楽しく話が

進みました。最後に「街は現地のメキシコ人でも危ない

場所もあるけれど、自分自身で十分気を付けて、危ない

と感じたら近くのコンビニに逃げ込む」と明るく話され

た時は、メキシコと日本の治安の違いを肌で感じました。 

 アンケート結果も、「とても分りやすい説明で、メキ

シコの事がよくわかった」と大好評でした。 

（世界の人とふれあいタイム委員会） 

持参の民芸品 

首都メキシコ･シティ 

祭礼「マリアの行列」 

Lupita「ウパルパ」 

ビニャータ 

はちどり 

蝶の王様（モナーク） 

死者の祭りの祭壇 

陽気なダンス 

委員会活動のお問い合わせ・お申込みは事務局までどうぞ 


