
 尚第1回、第2回目の講座の内容について

は、資料をご希望の方にお分け致します。 

 次回の講座は9月23日（日）です。KEN

日本語学院の副学院長、軍司聖子氏による

「成人と子どもへの日本語指導の違い」と

いう題で講義していただきます。皆様のご

参加をお待ちしています。 

 

第1回  
「私が出会った子どもた

ち」 ： 海老名みさ子氏 
（NPO法人 外国人の子ども

のための勉強会 代表） 

5/20 

第2回 

「子どもの心─日系人を

中心に」：ｱﾙﾍﾞﾙﾄ 松本氏 
(合資会社 ｲﾃﾞｱ・ネットワーク

代表） 

6/17 

第3回 

「中学生指導のポイント」：

王 慧槿氏 （NPO法人 多

文化共生ｾﾝﾀｰ東京 代表） 

7/15 

第4回 

「成人と子どもへの日本

語指導の違い」 ： 

軍司 聖子氏（KEN日本語

学院 副学院長） 

9/23 

第5回 

日本語クラス見学 
10月 

第6回 

「外国人児童生徒のため

の支援ブック発行によせ

て」 ： 齊藤ひろみ氏 
（東京学芸大学 教授） 
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第7回 

「母語と日本語、双方の力

をつける」 ：清田 淳子氏 
（立命館大学 教授） 
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第8回 

「外国人高校生の現状」：

須田 秀伸氏      
(市立柏高等学校 校長） 
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講座の案内（全8回） 

ＮＰＯ法人 外国人の子どものための勉強会 

 キリン福祉財団による「子育て」助成事

業の応援を得て、当会主催で5月にスター

トした「外国人の子ども支援を考える講

座」全8回シリーズの第3回目が、7月15

日に女性センターゆうまつどで開催されま

した。梅雨明け前の真夏日、36人収容の

研修室は満員の盛況ぶりでした。今回の講

師は認定NPO法人「多文化共生センター

東京」の代表、王 慧槿さんでした。 

 毎回好評の後半ワークショップでは、

「文章の読ませ方」という課題で、200字

余りの短文を、5つにわかれたグループ毎

でどんな読ませ方が効果的かを検証し、発

表するというものでした。日本語を身につ

けさせるためのテクニックをいろいろな読

み方で実践させていただきました。書かせ

ることに偏りがちな指導を、基本に帰るこ

との大切さを教えて頂いたような気がしま

した。王先生ありがとうございました。 
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 盛夏を迎えて、子どもたちの笑顔がまぶし

い毎日です。外国人の子どもたちを支援しよ

うと歩み出した当会は今年で創立17年目に

入ります。この間、外国にルーツを持つ子ど

もたちに日本語、学習、進路などの支援を行

い、ここ数年は年間約100人の子どもが参加

するようになりました。 

 教室に通ってくる子どもの出身国はアジア

を中心に広範囲となり、スタッフの数も増え

ました。現在、教室は常盤平教室と松戸の文

化ホール教室の2か所で、週に3日４回の勉

ハイライト 

 「外国人の子ども支援を

考える講座」 

 「創刊にあたって」 

 各教室だより 

 オリジナル漢字ワーク

ブック完成！！ 

 夏休みにほんご教室 

力を合わせて、子どもたちを支えよう 

    ─創刊にあたって─   理事長 海老名 みさ子 

外国人の子ども支援を考える講座スタート 

第3回キリン助成講座で講師を務めるNPO法

人多文化共生センター東京 代表 王 慧槿氏 

強会を開いています。また、子どもたちや保

護者のためのイベント、外国人の子どもの支

援に関心のある方々のための講座、日本人、

外国人の枠を外しお互いを理解し合うための

イベントも開いています。 

 この度、当会の活動を広く知っていただく

ことを目標に会報を発行することになりまし

た。皆様からのご意見、ご感想をお待ちして

います。 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸
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・・・火曜教室・・・     トランプやカルタも活用し、楽しく！        
 低学年が３名ですので、１

時間半集中して学習するのは

無理です。途中で、遊びの休

憩を入れ、後半の学習に入り

ます。 

 学習している事は、前半が

主に言葉の学習で、後半は学

校で学習している事や宿題を

中心にやっています。 

 最後の１０分、１５分はみんながお待ちかねのゲームで、

トランプやカルタをやっています。 

 最近は漢字カルタ取りのとき、子ど

もたちにとっては覚えたての漢字を見

ながら、闘争心丸出しでやっていま

す。この時間は男の子だけなので、と

ても賑やかです。 

 〈午後のクラス〉 

 インドネシア出身の小2と小6の姉妹、フィリピンの小

4と小5の男の子、中国から小3の女の子、タイからは小4

の男の子と、全部で6名の子が勉強しています。学校と違

い、ホッとして自分を取り戻せる場となっているせいか、

気分が乗らず集中できないこともあります。でもそれぞれ

のペースに合わせた学習を目指し、最後にはみんなでカル

タ取りをして、楽しんで終わるようにしています。 

・・・土曜教室・・・      小学生は勉強よりもやっぱり遊び中心で 

土曜教室午後の部での一こま 

この教室に来ることで同

じ境遇の友だちに会える

楽しさもあるようで、毎

週休まず通ってきます。 

 ここが学習の場だけで

はなく、心の居場所にも

なるよう、スタッフは生

徒の話をじっくり聴い

たり、時には生徒同士

のおしゃべりを見守っ

たりと配慮しながら教

室運営をしています。 

・・・木曜教室・・・     子どもの事情に合わせてきめ細かく         

 フィリピン、中国、インドネシアから来た中学生5名が、

それぞれマンツーマンで自分がしたい教科をやっています。

学習は国語、数学、社会、作文などと見事に違う内容に取り

組んでいます。 

中3生は来春の入試に向けて、既卒生は秋入学の入試に向け

て準備を進めています。目標や学習内容は様々ですが、ス

タッフが各人についてきめ細かに支援しています。 

 昨年度実施した全員による「文章読解」は、子どもたちに

も好評でした。出来る子が分からない子に教えるといった助

け合い、学び合いがみられました。今年も秋から再開したい

と考えています。 

「学習の場だけではなく、心の

居場所にもなるように！」きめ

細かく一人一人を支援します。 
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常盤平駅前教室 ： 午後 ４：００～５：３０ 

生徒  小学生４名（1年 1名、2年 2名、5年 1名） 

スタッフ  3名 

常盤平駅前教室 

午後のクラス 

13：30～15：00

生徒     6名 

スタッフ   5名 

常盤平駅前教室 ：         

午後 5：00～7：00 

生徒  中学生5名（1年2名 

2年1名、3年１名、既卒1名） 

スタッフ  6名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   



 6月17日（日）の講座では受付で紹介したところ、購入し

て下さった参加者もいました。今後、このワークブックは多

くの外国人中学生の漢字学習に役立つと思いますので、広く

紹介していこ

う と 思 い ま

す。 

 昨年6月から、会の有志がプロジェクトチームを組んで作

り始めた『外国人の子どものための‘漢字300’』（高校入

試編）が、6月15日（金）に出来上がりました。 

 これを作ったのは、外国人の子どもたちに高校入試を乗り

切るための、漢字の読み書きの力をつけてもらいたいと思っ

たからです。漢字練習帳は日本の中学生向けにはたくさん作

られていますが、外国人向けではありません。そこで外国人

の子どもが「読む」「書く」「分かる」「使える」ための

じっくり学べるオリジナルのワークブックを作りました。 

 現在、各教室で使い始めています。ここに取り上げ

られている漢字は、高校入試での出題の多い順の

300語です。例文が易しく、中学生の生活に密着し

たものが多いので、中学1，2年生からでも使うこと

が出来ます。 

 冒頭の30分、スタッフが交代で一斉授業をしています。

今学期は漢字、読解などの国語を中心に、三角形の話や時節

に合わせて金環日食、七夕などをテーマに外国の子どもたち

にも分かるようにやさしく解説しました。生徒の理解力は

様々ですが、学校での授業とは違い丁寧に展開していたの

で、興味を持って静かに聴いてくれました。 

 その後は中1、中2は『漢字300』のワークブックを進め

てから、個人個人の希望に応じた教科をやっています。中

1、中2年生はこの勉強会で、同じ境遇の友だちに会えるこ

とも楽しみのようです。 

 中3は学校の勉強の補習、また体育祭、修学旅行などを

テーマとした課題作文を書いています。日本語の表現として

適切か、言いたいことが伝わるかなど、中3指導の経験のあ

るスタッフが丁寧に指導して

います。 

 

・・・文化ホール教室・・・     冒頭３０分は一斉授業で集中            

オリジナル漢字ワークブック、完成 !! 

本や教科書の読み

を入れます。 

 終わりの10～

15分は全員で折り紙を折った

り、トランプやカルタでワイワイ

遊んでいます。 

 〈午前のクラス〉 

 来日間もない小学生が集まっています。現在は幼稚園児5

歳（中国）1名、1年生（中国とアメリカ）2名、2年生（中

国）2名、3年生（アメリカ）1名、5年生（中国）1名の7

名です。文字（ひらがな・カタカナ）を入れながら『にほん

ごをまなぼう』や『ひろこさんのたのしいにほんご』を使っ

て、生活で使うことばを教え、話せるようになった子には絵

・・・土曜教室・・・        遊びを通して学んでます 
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国際友好ルーム 

午後3：30～5：30 

中学生11名（中1  1名、 

     中2  4名、中3  6名) 

高校生 1名（1年生） 

スタッフ 12名 

「中央ろうきん助成プログラム」の助成に

より約1年間にわたってプロジェクトチー

ムが例文を練りに練って作り上げました。 

ことばの活用について 

一斉授業の一こま 

常盤平駅前教室：11：00～12：30 

生徒  7名   スタッフ  5名 



を手伝ってくれました。外国人の子

どもたちにとって、先輩の中学生、高校生のお兄さん、お姉

さんは身近で心強い存在です。中3の作文指導のサポートをし

た高校生は「大変だけど面白かった」と言いました。 

 この企画により、外国人の子どもたちの役に立てたと同時

に、地域社会で活動しようと思っている若いボランティアと

の交流が持てたことも、意義深いことでした。 

 今年も7月下旬に恒例の「夏休みにほんご

教室」を開催しました。 

 外国人の子どもたちにとって夏休みの宿題

は、頭を悩ませる問題のひとつです。一人で

出来る課題だけではなく、読書感想文や理科

の自由研究、社会の課題などは学校によって

様々な取り組みをさせ、レポートにまとめな

ければなりません。 

 そこで小学校低学年、高学年、中学1・2年生、中学3年

生、高校生、まだ日本語が十分でない子どもたちのグループ

に分かれて、それぞれの課題に取り組みました。 

 また、毎年ボランティアとして参加してくれる地域の中学

生、高校生、大学生たちが、一緒に宿題のサポートをしてく

れます。今年は21名が参加して、宿題のプリントや自由研究

宿題一緒にやったよ！        ・・・夏休みにほんご教室・・・ 

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） 

 

           寄付のお願い 

経済的理由で勉強会に参加できない子どもたちがいます。どうぞあ

なたのご支援をお願いします。 

   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 

〒270-0034 

千葉県松戸市新松戸７－５１７ 

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!! 

只今 新しいホーム

ページを制作中！ 

編集後記：「かけはし」の創刊号をようやく出すことが出来ました。日本と子どもたちの出身国との「かけはし」

となり、外国人の子どもたちへの支援をこれからも積極的にしていこうと思います。そのためには当会から外部へ

の情報発信も大切です。この紙面がその「かけはし」になるよう、充実させていこうと考えています。（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。 

場所：市民会館 

日程：7月24日 203号室、204号室 

   7月25日 301号室 

   7月27日 203号室、204号室 

   7月28日 101号室 

   7月31日 101号室    

時間：15：30～17：30 

費用：500円（5日間通して） 


