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いろいろな人や言語に出会う「多言語」の環境で親も子供ものびのび成長
子育てを応援する講演会とワークショップを東京・多摩地域で開催

「ことばと人間」をテーマに多言語の自然習得と多国間交流を実践している、一般財団法人 言語交流研
究所・ヒッポファミリークラブ（本部／東京都渋谷区、代表理事／鈴木堅史、以下「ヒッポファミリークラブ」）は、
子育て応援とうきょう会議の後援事業として、ことばの自然習得についての講演や、多言語活動※を体験
する【「多摩で多言語、自分育て／子育て」プロジェクト】を、11 月 2 日（金）より来年 3 月中旬にかけて
東京・多摩地域の計 30 カ所で順次開催します。0 歳からシニアの方まで、どなたでも無料で参加可能です。
※いろいろな国や地域のことばに日常的に触れる環境を作り、覚えたことばを地域の仲間と交流しながら、歌やダンス、口真似などで
自然に引き出すことで、ことばを学習するのではなく自然に身につける、ヒッポファミリークラブ独自の活動

ことばの自然習得にまつわる講師の話

世界のことばを使った遊び

輪になって参加者全員で情報交換

背景・目的
少子化や核家族化の進行により、地域における子育て支援の重要性が高まるなか、今回のプロジェクトでは、
ヒッポファミリークラブの活動拠点が地域内で連携し、ひとつのテーマの下で活動することにより、いろいろな人や
言語に出会うことができる「多言語環境」における子育ての良さを、小さいお子様を持つ親世代の方はもちろん、
シニア世代の方にも広く知っていただくことを目指しています。その第一弾となる催しを、都心に近く自然豊かな、
子育て世帯に人気のエリアである東京・多摩地域で実施します。今後は、このような地域連携型の取り組みを、
都内全域や首都圏を中心に、全国へも順次拡大する計画です。この試みが、のびのびとゆとりを持った子育て
を見直すきっかけづくりや、子育ての悩みを楽しみに変える場となることを期待しています。
開催概要
期間： 2018 年 11 月 2 日（金）から 2019 年 3 月中旬にかけて順次開催
場所： 東京・多摩地域の計 30 カ所
（八王子市 8、日野市 7、多摩市 5、立川市 3、武蔵村山市 3、府中市 2、稲城市 1、昭島市 1）
内容： ことばの自然習得にまつわる講演会、多言語活動体験や子育て仲間との交流によるワークショップ
ヒッポファミリークラブは「多言語環境」の創出や提供を通じ、地域における子育て支援や、グローバル社会の
到来に向けた国際感覚豊かな青少年の育成に引き続き寄与して参ります。
【報道関係お問い合わせ先】
一般財団法人 言語交流研究所・ヒッポファミリークラブ 広報担当 TEL:03-5467-7041

講演会
「多言語の自然習得」について講師の話を聞き、参加者とともに国際交流や言語習得について考えます
2018 年 11 月 2 日（金） 10：00～12：00 八王子市由井市民センター
講師：言語交流研究所 研究員 飯田美恵子
題目：「赤ちゃんとことばの発達の不思議」多言語でゆる～く子育て☆
2018 年 11 月 18 日（日）10：00～12：00 日野市市民の森
講師：言語交流研究所 参事 髙野加津子
題目：日常から育てよう！世界に通じるコミュニケーション力
ワークショップ
講師の話を聞いたり、ヒッポファミリークラブが行っている多言語活動の一部を実際に体験したりします
＜主な内容＞
〇世界のことばを使った遊び（ゲーム、ダンス 等）
〇世界のことばを聞きながらまねる活動
〇講師の体験に基づく多言語の自然習得についての話
地域

開催日

曜日

開催時間

場所

多摩市

2018年11月3日

土

10：00～12：00 関戸公民館

昭島市

2018年11月11日

日

14：00～16：00 昭島市市民交流センター

日野市

2018年11月15日

木

10：00～12：00 日野市市民の森ふれあいホール

日野市

2018年11月21日

水

19：00～20：30 日野市東部会館

日野市

2018年11月22日

木

19：00～20：30 万願寺交流センター

日野市

2018年11月26日

月

18：00～20：00 日野市市民の森ふれあいホール

立川市

2018年12月22日

土

10：00～12：00 高松学習室

多摩市

2019年 1月12日

土

10：00～11：30 関戸公民館

多摩市

2019年 1月20日

日

14：00～16：00 関戸公民館

武蔵村山市 2019年 1月20日

日

14：00～16：00 武蔵村山市民総合センター

武蔵村山市 2019年 1月21日

月

19：00～20：30 武蔵村山市民総合センター

八王子市

2019年 1月24日

木

10：00～12：00 八王子市南大沢文化会館

八王子市

2019年 1月25日

金

18：30～20：30 八王子市南大沢文化会館

立川市

2019年 1月26日

土

14：00～16：00 子ども未来センター

日野市

2019年 1月27日

日

14：00～16：00 日野市東部会館

武蔵村山市 2019年 1月28日

月

19：00～20：30 （未定）

稲城市

2019年 2月2日

土

10：00～12：00 稲城市立ｉプラザ

日野市

2019年 2月11日

祝

10：00～12：00 日野市東部会館

多摩市

2019年 2月11日

祝

14：30～16：30 永山公民館

八王子市

2019年 2月14日

木

10：00～12：00 八王子市南大沢文化会館

八王子市

2019年 2月15日

金

18：30～20：30 八王子市南大沢文化会館

立川市

2019年 2月16日

土

10：00～11：30 子ども未来センター

多摩市

2019年 2月17日

日

14：30～16：30 関戸公民館

府中市

2019年 2月19日

火

18：30～20：30 （未定）

八王子市

2019年 2月21日

木

10：00～12：00 八王子市南大沢文化会館

2019年 3月2日

土

14：30～16：30 府中市市民活動センター

八王子市

2019年 3月14日

木

10：00～12：00 八王子市南大沢文化会館

八王子市

2019年 3月15日

金

18：30～20：30 八王子市南大沢文化会館

府中市

【報道関係お問い合わせ先】
一般財団法人 言語交流研究所・ヒッポファミリークラブ 広報担当 TEL:03-5467-7041

一般の方からの
講演会とワークショップへの
参加のお申し込み
0120-557-761
（平日 9：00～17：30）

★子育て応援とうきょう会議とは★
様々な分野の機関・団体・学識経験者が連携し、社会全体ですべての子供と子育て家庭を支援することのできる東京
の実現に寄与することを目的に、東京都福祉保健局を事務局として平成 19 年 10 月に設置された団体です。社会
全体で子育てを支援する気運を醸成するための取組を行っています。企業や NPO などの各種法人のほか、子育て
サークルなどの任意団体など、子育て支援や仕事と子育て等の両立支援に関する取組を行っている団体が協働会員
として参画しています。
↓子育て応援とうきょう会議 WEB サイト「とうきょう子育てスイッチ」
http://tokyo.kosodateswitch.jp/

■一般財団法人 言語交流研究所
1981 年 10 月、多言語活動の提唱者である榊原陽氏が設立。以来、「ことばと人間」を研究テーマに、多言語の自然
習得及び多国間交流の実践を通して、言語と人間の科学的探究を進め、国際間の理解と人類の共生に寄与することを
目的とした活動を行っています。2013 年 1 月に一般財団法人に移行、2018 年 10 月に設立 37 周年を迎えました。
■ヒッポファミリークラブ（会員制）
一般財団法人 言語交流研究所が運営する「ヒッポファミリークラブ」（会員制）は、「多言語の自然習得活動」、「国際
交流活動」、「研究・開発活動」の３つを柱とし、家族や地域の会員と共に、様々な国や地域のことばを自然に身につけ、
様々な人に出会い、共に育つことのできる環境づくりに取り組んでいます。
多言語活動を通じた自然なことばの獲得や多様な価値観を享受できる人間性の育成を提唱、実践することにより、多言
語に触れて育ち、国や人種の隔てなくどんなことばにでも心を開いて接することができる若者達が多数育ってきています。
2018 年 10 月時点、全国約 700 カ所の活動場所に約 20,000 名のメンバーが所属し、日本国内だけでなく海外
（アメリカ、メキシコ、韓国、台湾、タイ）にも活動が広がっています。
■オフィシャルサイト
https://www.lexhippo.gr.jp/

【報道関係お問い合わせ先】
一般財団法人 言語交流研究所・ヒッポファミリークラブ 広報担当 TEL:03-5467-7041

