
  

  

い」とのエールに、みんな励まされま

した。 

 その後、参加者全員

で の 「 ふ れ あ い 囲

碁」、ビンゴ、様々な

ゲームなどを楽しみま

した。今年のおやこ会

も和気あいあいとした

年末の楽しいひと時と

なりました。 
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活動予定 

認定ＮＰＯ法人 外国人の子どものための勉強会 

 12月7日（土）1時半から、松戸市民会

館301号室で恒例の「おやこ会」が行わ

れました。お菓子、飲み物、ビンゴの景品

のおもちゃなどがた

くさん用意された、

わくわくするような

会場に、小学生・中

学生・その家族・卒

業生・スタッフなど

62名が集まりまし

た。 

 プ ロ グ ラ ム は ま

ず、各教室ごとに前

に出ての自己紹介で

す。各教室ごとに生徒たちが元気のいい声

で名前と学校名を言いました。家族も日本

語や英語や中国語であいさつし、和やかな

雰囲気でした。また、11年前に当会で勉

強した中国出身の女性からの話もありまし

た。彼女は柏市立柏高校へ入学し、その後

大学へ進学、今は社会人として働いている

そうです。先輩からの「がんばってくださ
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 9月29日（日）、秋のリクレーション

として、松戸市の21世紀の森と広場で

「外で遊ぼう会」

を実施しました。

当日は朝からすっ

きりした青空に恵

まれ、生徒、家族

合わせて38名が

参加しました。 

 まず、2グループに分かれて、大きな声

で歌いながら花いちもんめをした後、

ドッジボールに興じました。メンバーは6

歳から17歳の生徒のほか、生徒のお兄さ

ん、スタッフなど多彩です。運動不足の

スタッフとは違って、生徒たちは体は小

さくても迫力満点、皆汗で顔が輝いてい

ました。昼にはみんなでおにぎり弁当を

食べ、小川で水遊びやボール遊びをして

ハイライト 

 「おやこ会」 

 「外で遊ぼう会」 

  各教室だより 

  夏休みにほんご教室 

  改めて活動を見直すために  

  秋のフリマも大好評 

  国際文化祭 

 カンパイチャリティに感謝 

 

  「外で遊ぼう会」で リフレッシュ   

 家族、卒業生も一緒に楽しんだヨ！ 

秋の1日を楽しみました。 

 昨今は、小学生と中学生が野外で

思い切り一緒に遊ぶことがあまりな

く、また同じ教室でも学年が違うと

なかなかコミュニケーションが取れ

ません。こうした機会は日本で頑

張っている友達同士、親しみが深ま

り、励みになると思いました。 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸

７－517 

TEL 047-345-2051 
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 《おやこ会》 



 日本語がまだ十分でない児童には、学校での勉強を復習

し、わからないことをゆっくりと教えています。また、家

庭で取っている通信教材を持ってきて勉強している児童も いて、比較的静かで、皆熱心です。 

・・・土曜教室 《午前クラス》・・・    静かに熱心に              

 ・・・土曜教室 《午後クラス》・・・   スピーチ大会で大健闘！       

場  所 常盤平駅前教室  

時  間 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 

・・・火曜教室・・・       児童一人にスタッフ一人！        

 高学年の児童は国語を

中心に社会科も勉強して

いて、一生懸命に県名を

覚えています。 

 低学年の児童は飽きや

すいので、スタッフは集

中させることに苦労することもありますが、幸い、児童一人

にスタッフ一人がついているので個々に合わせて進めてい

ます。 

 このクラスでは日本語の勉強と

学校の教科書や練習問題をやって

います。  

 11月2日(土)、松戸市勤労会

館でスピーチ大会があり、この

クラスから5年生男子2名、4年

生女子1名が参加しました。当日はみんな堂々と発表

し、応援に行ったスタッフも大きな拍手を送りました。 

強しています。 

・・・木曜教室・・・        受験方法に合わせて学習！         

 このクラスには5名の受

験生がいます。 

 外国人枠で受験する生徒

は作文を中心に、編入を希

望する生徒は教科の勉強を

中心に頑張っています。ま

た、数学を補習したいという中学2年生は教科書を中心に勉
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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  5名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   



の会会長の鎌形武

久さんを招いて、

みんなで作り、近

くの金ケ作公園で

飛ばし、暑さも吹

き飛ばしました。 

 中学生の教室は

延べ33名が参加、

最終日には備長炭

電池作りもして、自由研究の宿題はもちろんのこと、

受験勉強に取り組む生徒もいました。ボランティアの

高校生の中には英語が達者な学生もいて、フィリピン

出身の生徒に英語でわかりやすく説明し、喜ばれる場

面もありました。 

 ７月２３日（火）から３０日（火）まで恒例の「夏休み

にほんご教室」を開きました。 

 今年は初めて小学生は常盤平市民センターで、中学生は

文化ホールでと２ヶ所に分けて行いました。 

 また、この教室は、まつど市民活動サポートセンターの

中・高校生のボランティア体

験「Let’s体験」の対象企

画になっており、毎年ボラン

ティアの学生を受け入れてい

ます。今年も事前に募集とオ

リエンテーションを行い、延

べ38名の学生が参加しまし

た。 

 小学生の教室には延べ71名の児童が参加しました。プ

ログラムは主に夏休みの宿題でしたが、26日(金)はスー

パー紙とんぼ教室を行いました。これはスーパー紙とんぼ

  夏休みにほんご教室    スーパー紙とんぼ・電池作りで盛り上がり！ 

 中学3年生は2学期から生徒が大幅に増え、受験に

向けて６００字の作文を書く練習をしています。大半の

生徒が冬休みに面接の練習に参加する予定で、パワー全

開で受験に臨んでいます。  

 中学1年生はようやく

毎週の学習に慣れて落ち

着いてきました。授業で

はまず、日本語での話が

きちんと通じるように、

日本と中国の違いを話題

に会話のキャッチボール

をしています。 

 中学２年生で来日したばかりの生徒は日本語の初歩から

学び、ほかの生徒は数学を中心に勉強しています。 
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☆ 秋のフリマも大好評☆ 

・・・文化ホール教室・・・      受験に向けて燃える！ 
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 3名（中国2、フィリピン1） 

スタッフ 13名 

改めて活動を見直すために 

 松戸市には外国人登録者が11,500名（平成23年度）

おり、約300名が市内の小中学校に在籍しています。当

会はそうした子どもたちに実りある支援を続けるには、

どうあるべきか見直すためにマーケティング基礎調査を

することにし、NPO法人サービスグラントに依頼しまし

た。 

 ８月24日(土)に、サービスグラントと当会の事務局及

び有志が集まってキックオフミーティングを行いまし

た。そして10・11月で当会の子どもたちへのアンケー

トと子どもと親へのインタビュー等を終え、年内に報告

を受ける予定です。 

 10月27日（日）新松戸中央公園のフリマに今回も出

店しました。会員からの提供品と宋

如芳さん手作りの肉まん152個を、

売りました。天気にも恵まれ、昼に

は肉まんが良く売れて大忙し。また

提供品も種類が多く、たくさんの人

の足を止めました。スタッフと話を

して当会の活動に興味を持つ人もい

ます。こうした活動は当会の広

報と活動資金作りに大いに役立

ちました。 



「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：もうじき冬休み。生徒たちはクリスマスやお正月を楽しんで、日本語がもっと豊かになることでしょ

う。中学3年生は入試が目の前に迫ってきました。どうか力を発揮して、笑顔で春を迎えられますように。(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。 

 
 「ちばのWA地域づくり基金」で、10月1日(火)から11月

15日(金)までカンパイチャリティキャンペーンが開催されまし

た。参加店が提供する「カンパイチャリティメニュー」を注文

すると、販売額の一部が寄附になります。当会への寄附付にな

るメニューは、柏の「元祥」のタラバガニ入り炒飯、幕張本郷

の「らーめんトウマ」の味噌ラーメンセットです。多くの方が

注文してくださいました。 

 目の前に迫った高校受験の教科と作文の勉強、面接の練習

をしよう！ 

対象： 外国人の中学3年生、既卒者 

会場： 松戸市文化ホール国際交流友好ルーム 

日時： 12月24日（火）      

    12月25日（水）                  

    12月26日（木）      15：00～17：00                             

    12月27日（金）               

    12月28日（土）                  

参加費：1,000円（5日間） 

  2013年 冬休みにほんご教室 

 11月16日（土）市民会館で行われた第18回松戸市国際文

化祭に参加しました。今年はスタンプラリーが取り入れら

れ、来場者は企画を見て回ってスタンプを集め、8個でクリ

アファイルがもらえる

特典がありました。当

会は展示とクイズを行

い、回答した人全員に

スタンプを押したの

で、当会のブースには

100人以上の人が来場

しました。  

 来場者は親子連れ、外国人の家族が多くみられました。ク

イズの中に「世界で母国語として一番多くの人に使われてい

る言語は」の問題に、中国人のいくつもの家族がうれしそう

に「中国語」と答えている姿が印象的でした。また、国旗を

問う問題は多くの小学生が正解していました。親子で楽しめ

て好評のイベントとなりました。 

 

カンパイチャリティに感謝！ 

「国際文化祭」クイズで来場者急増！ 


