
  

  

  

結果は以下の通りです。 

県立松戸国際高校  4名 

柏市立柏高校    1名 

県立市川昴高校   1名 

県立松戸馬橋高校  1名 

県立我孫子東高校  1名 

県立白井高校    1名 

 

 

授業開始 (新学期) 

 火曜教室 

     16:00～17:30 

  木曜教室 

     17:00～19:00 

 土曜教室 

     11:00～12:30 

     13:30～15:00 

 文化ホール教室 

     15:00～17:00 
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 平成25年度総会 4/20 

 フリーマーケット 4/27 

  外国人の子どもと 

 日本人の子どもが 

 触れ合う集い 

5/10 

  Let’s 体験 

    マッチングの会 

7月 
   

 夏休み 

    にほんご教室 
7月 
 下旬 

  
  

活動予定 

認定ＮＰＯ法人 外国人の子どものための勉強会 

 2月12日（水）・13日

（木）、千葉県の県立高校

の前期入学試験がありまし

た。ほとんどの生徒が外国

人枠を利用して作文と面接

で試験を受けました。受験

生たちは何度も練習した作

文と模擬面接を本番で生か

して頑張り、多くの生徒が

合格しました。 

 残念ながら合格できなかった生徒は、

28日（金）の5教科での後期試験へ向け

て準備を始めました。当会ではさっそく臨

時の学習日を設定、スタッフは生徒と1対

1での勉強を、強力サポートしました。過

去問を何度も繰り返す生徒、数学を集中的

に教えてもらう生徒など、全員が前日まで

力を尽くしました。努力して自ら進路を切

り開いたみなさん、合格おめでとう！ 
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 これまで当会の名称表記は様々な書

体、デザインであらわされていました。

しかし、活動も広がりつつあるなか、対

外的にも、ロゴマークを統一したほうが

いいという意見が出ました。そこで事務

局がロゴタイプ（文字）とシンボルマー

ク（図案）を会員全員から募集すること

になりました。 

 その結果、4名から12点の作品が集ま

り、会員全員に投票してもらったとこ

ハイライト 

 「高校入試がんばったね!」 

 「ロゴマーク決定」 

  各教室だより 

  松戸市社会福祉協議会から

表彰状 

  保護者への連絡を密にしよ

う 

  NPO・市民活動見本市 

  算数・数学ワークブックが

完成 

      ◎◎◎ ロゴマーク決定！ ◎◎◎ 

 高校入試、がんばったね！ 

ろ、ロゴタイプは梅田敏郎さんの作品

が1位となりました。シンボルマーク

は三浦淳子さんが考えた「虹色の風

船」が採用されました。三浦さんによ

ると「虹は子どもたち、虹にかかる橋

は保護者、スタッフ、地域を表しまし

た」とのことです。 

 これからは、封筒、書類、名刺など

にこのロゴマークを使います。 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸

７－517 

TEL 047-345-2051 

会報 Vol.6 



 このクラスは大半が受験生です。外国人枠で受ける生徒

たちは冬休みにほんご教室で作文と面接を集中的に練習し

ました。作文は正確な日本語で時間内に書けるよう何度も

練習し、面接での想定問答を準備して、マナーを含めた面

接の練習を繰り返しまし

た。また、英語の面接に

対応した模擬面接も丁寧

に行いました。 

 他方、1，2年生は先

輩たちの熱気に負けないよう、学校で習った数学や国語の

復習に集中しました。  

 ・・・火曜教室・・・       子どもたちに興味のある教材を準備！        

 男の子5名が元気いっぱい

に学習しています。日本での

滞在期間や環境によって日本

語能力に差がありますが、マ

ンツーマンで日本語を読む・

書く力の向上や、学校で困っ

ている勉強の支援などに取り組んでいます。放課後4時か

らの学習は、子どもたちにとって集中力が途切れ大変です

が、各スタッフが子どもたちに興味を持たせるため漫画の

キャラクターを教材に取り入れたり、人気のあるシリーズ

ものの本を与えるなどいろいろ工夫しています。 

 また、お正月に向けて年賀状を書くなど、日本の文化

に触れる機会を持ちました。今後も機会があったら日本

の行事を体験させたり、逆に母国と比較させたりしなが

ら、より広く、深く、日本語を通して日本を理解して欲

しいと思います。 

・・・文化ホール教室・・・      作文と面接組と5教科受験組に分かれて！ 

擬面接の練習もしました。 

 また、受験生以外の生徒には、それぞれのニーズに応

じて、学校の勉強のおさらいや数学などの教科の勉強を

支援しました。 

・・・木曜教室・・・        作文と面接を集中的に！         
 生徒は2学期から3学期にかけて増えてきました。受験

生には高校入試前期試験に備えて、毎回、600～800字

の作文を書いてもらいました。生徒たちは、何度も書き

直し、回数を重ねてゆくうちに課題に応えた作文が大分

書けるようになりました。入試が近づくと、本格的な模
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場  所 常盤平駅前教室   

時  間 午後 ４：００～５：３０ 

生  徒 小学生  4名（中国4） 

     未就学児 1名（中国1） 

スタッフ      5名 

場  所  常盤平駅前教室   

時  間  午後 5：00～7：00 

生  徒  中学生 4名 
     （フィリピン2、中国1、パキスタン1） 
      高校生 1名（フィリピン） 
                  既卒生 3名（中国1、フィリピン2） 
スタッフ  4名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

場 所  松戸市文化ホール国際友好ルーム 

時 間  毎土曜日 午後 3：00～5：00 

生 徒  中学生 13名 

（中国9、フィリピン2、パキスタン1、タイ1） 

     既卒生 4名（中国3、フィリピン1） 

スタッフ 13名 



 当会は1月２5日（土）松戸市民会館にて、松戸市社会福

祉協議会からボランティア活動功労の表彰を受けました。

松戸市に住む外国人児童生徒に対するボランティアに役

立っているということで評価を頂きました。 

 これからも増えるであろう外国人の子どもたちの学習面

をできる限りサポートしていこうと思います。 

 日本語と算数を中心に進めています。楽しく勉強できる

ように教材はインターネットからも取って興味を持たせる

よう工夫しています。また点を結んだり、間違い探しやす

ご ろ く を す る な

ど、ゲーム感覚で

できるものも取り

入れています。短

い時間でも集中し

て勉強すると効果

的で、子どもたち

も充実感が味わえ

ます。スタッフみんなで、その子にとってよりよい学習

法をいつも探っています。 

 ・・・土曜教室 《午前クラス》・・・    教材をひと工夫して              

 松戸市社会福祉協議会から表彰状！ 

 ・・・土曜教室 《午後クラス》・・・   大雪、節分も話題にしながら！       
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場  所 常盤平駅前教室  

時  間 午前11：00～12：30 

生  徒 小学生 5名 

  （中国2、パキスタン1、フィリピン2） 

     未就学児 1名 （中国）  

スタッフ ５名 

場  所  常盤平駅前教室  

時  間  13：30～15：00  

生  徒  小学生 3名 

      （中国2、フィリピン1）   

スタッフ   3名 

 保護者への連絡を密にしよう！ 

 日本語が話せても漢字に読み仮名がふれない、書けな

いという子どものために「かんじだいすき」

をやっています。  

 また、2月には大雪が降りましたので、中

国での経験を話してもらい、言葉の勉強もし

ました。また、節分の時には、鬼、豆まきのことなど日

本の行事のことも話題にして学びました。 

＊＊＊サービスグラントのマーケティング基礎調査報告より＊＊＊ 

 1月26日（日）市民劇場会議室で、NPO法人サービス

グラントに依頼した、活動を見直す基礎調査の報告を受

けました。 

 その主な内容は「当会の存

在は参加者親子から歓迎され

ている。しかし当会では子ど

もの学習状況や保護者のニー 

ズの情報の吸い上げが少なく、保護者への情報発信も少

なかった。そこで、ヒヤリングシート、学習記録を充実

させ、当会と保護者との連絡を密にする必要がある。そ

れが学習者増加にもつながる。」とのことでした。 

 この報告を受けて、有志4人が委員会を作り、実践に

向けて準備中です。 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆  



「国際フェスタＣＨＩＢＡ」に初めて参加 

 

 当会では一緒にボランティアとして子どもたちの支援をして下さる会

員を募集しています。資格は問いません。日本語教育に関心のある方、

子どもの好きな方、是非教室見学にいらして下さい。 

正会員 ：会の目的に賛同し、スタッフとして活動して下さる方 

     年会費 1,000円 

賛助会員：会の目的に賛同し、活動を支えて下さる団体・個人 

     年会費 団体  30,000円、 入会金 10,000円 

      〃  個人 一口 500円（二口以上） 

 

           寄附のお願い 

 子どもたちのコミュニケーションの輪を広げるために、あなたの援助
が必要です。ご支援をよろしくお願いします。 

   寄付金：一口 1,000円（一口以上） 

寄付振込先：①郵便局 郵便振替口座：No. 00220-2-140682  

加入者名：NPO法人 外国人の子どものための勉強会        

払込取扱票をご利用いただきますと手数料がかかりません。 

      ②銀行 千葉銀行 南流山支店 普通口座：3193898 

口座名義：外国人の子どものための勉強会 代表 海老名みさ子 

当会への寄附は、税制上の優遇措置が適用されます。 

〒270-0034 

千葉県松戸市新松戸７－５１７ 

認定ＮＰＯ法人 

外国人の子どものための勉強会 

電 話 ０４７（３４５）２０５１ 

FAX ０４７（３４５）２０５１ 

Email:  

gaikokukodomo@msn.com 

外国人も日本人も子どもたちは

未来の日本の力です!! 

編集後記：今年も旅立ちの季節がやってきました。新しい学校に向かってまた新しい学年に向かって、子どもたち

は大きくジャンプします。私たちはその飛翔を少しでも支えられたらうれしく思います。来年度も学びあい、教え

あい豊かな時間を持ちたいと思います。(M.K) 

当会の理念：外国からやってきて地域の学校に入った子どもたちを

主な対象に、真の自立のための日本語・学習支援活動を行い、広く

公益に貢献することを目的とする。 

算数・数学ワークブック完成 

 一昨年より算数プロジェクトを立ち上げ、制作を進めてきた

「算数・数学ワークブック」が完成しました。 

 外国人の児童・生徒は、日本語が理解できないために、また

出身国で基礎的な学習をしてこなかったために算数・数学がよ

くわからないということがよくあります。そこで小学生の算数

までさかのぼって、やさしい日本語での解説があるワークブッ

クを目指しました。またルビも多用しています。 

 中学生が高校受験に向けて基礎から学び直すためにも格好の

教材です。当会の子どもたちはもちろんのこと、広く外国人

小・中学生に使ってもらいたいと思います。 

 総会は１年間の歩みを振り返り、新たな活動へのスタート

ラインです。また、会員同士の交流も深められます。ぜひ参

加しましょう。欠席の方は委任状をお願い致します。 

日時： 2014年 4月20日（日） 1:30 ～ 3:30 p.m. 

会場： 女性センターゆうまつど 研修室 

    2014年 総会のお知らせ 

 ２月1５日（土）「第11回

NPO・市民活動見本市」が矢切の

市民活動サポートセンターで行わ

れ、当会も展示と肉まん販売で参加

しました。前日からの大雪のため、

午前中は参加者も少なかったもの

の、午後には回復しました。 

 当会の展示にも足を止めてくれる方が徐々に増え、中には

活動に参加したいという学生さんも現れ、効果的な展示とな

りました。  

 また恒例の肉まん販売も大

好評で、200個余りを完売

しました。肉まんは、当会の

協力者である宋如芳さんの指

導の下、会員が手作りしたも

ので、収益金は活動資金の一

部になります。 

今年も展示と肉まん販売で大盛況！  

━NPO・市民活動見本市━ 


